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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【関東ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 茨城県 取手市 株式会社フューチャーライフ 3050001036985 コインランドリーとゲーム・食事のコラボによる有意義な時間の提案 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 株式会社サンケー電機工業 9050001022179 自動車部品製造以外の「選別」「メンテ」「製品組立」事業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 那珂郡東海村 有限会社魚康 1050002007046 飲食店のノウハウと最新冷凍技術を活用した惣菜・菓子製造業へ参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社照沼 8050001004871 干し芋事業者による焼き芋市場進出と直売モデルの立ち上げ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダステック 6050001001631 デザイン貼り等オプション付「タイルカーペットリネン」の提供 水戸商工会議所

関東 茨城県 下妻市 有限会社キドウファクトリー 4050002017620 オンライン・セルフ・貸切による非対面型トータルウェディングの新展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ブリスト 3050002006161 スポーツプレーヤーズカルテシステム開発・販売事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 有限会社アーキレイ 2050002006360 福祉用具の深い知識を活用した住宅改修販売事業のためのモデルルーム新設と総合工事業への業種転換 水戸商工会議所

関東 茨城県 日立市 マルイアドバンス株式会社 3050001023645 精密加工技術を活かした高精度・高難度加工自動車部品市場への参入 株式会社Ｊ－ＴＡＰアドバイザリー

関東 茨城県 笠間市 株式会社Ｄ．Ｉ．Ｕ． 1050001034207 ライブコマースシステムを導入した産直食材付きオンライン料理教室 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 小美玉市 株式会社山西商店 7050001011968 ＲｅブランディングⅡ「おみたまプリン冷凍化計画」 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社天政 6050002002224 郷土料理のインターネット及び郵送販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 酒楽座 当店自慢の鶏唐揚げも取り入れヘルシー性を強調した昼食弁当の販売 湯本　茂

関東 茨城県 つくば市 株式会社レインボーライフ 5050001038955 動画制作とライブコマースを用いた新たな集客サービスによる事業再構築計画 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ａｃｃ研究所 7050002007610 葬儀サービスおよびカルチャースクール事業への参入による事業再構築の実現 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 取手市 株式会社翔歩建工 2050001044601 リラクゼーション施設と美容施設の融合によるエステサロンの展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社扶桑 7050001016109 貸衣裳業の１部店舗を相乗効果の見込める結婚紹介業に業態転換する 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 取手市 株式会社ＴＭＣ 7050001048993 清掃事業、植木管理を主とするグリーン事業への新分野展開 八木　雄一

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社カネチョウ 4050002029938 地元の食材を使用したご当地ラーメン店の開業 生井澤　基博

関東 茨城県 土浦市 三陽用地株式会社 7050001008907 ＵＡＶ（ドローン）測量の導入による測量成果物提供方法の転換 林　敦子

関東 茨城県 牛久市 株式会社チャンス 4050002037387 自社の強みを活かす！遊休所有地を活用した新分野「介護等特化型リフォーム」事業への進出。 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 水戸市 ＯＨ企画 既存の従業員の能力を活用した教育型エステサロンの開業 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 有限会社ホーム寝装杉山 1050002042464 ふとん屋が不眠を食事からお助けします！　快眠サポートフードのネット販売 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 有限会社エヴァンス 2050002000561 ライブレストラン発　３本目の矢（テイクアウト）による事業拡大 Ｅｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　株式会社

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社ジェイアールエス関東 2050001030568 再生原料に寄る生産プロセスを革新しフレキシブルなＥＣＯ再生事業の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社華まる 7050001027221 有休スペースを活用した焼肉を中心としたＢＢＱ事業 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 つぼ八　鹿島スタジアム前店 ウィズコロナに対応した完全個室の非接触セルフエステサロン事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 アクアバイス レンタルアクアリウム業からコロナ禍対応型ドッグランへの転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社ＦｕｌｌＨｏｕｓｅ 6050001035670 洋風居酒屋からデリバリー事業への転換 井上大輔

関東 茨城県 水戸市 焼酎ＢＡＲ香音 キッチンカーを利用した移動販売およびテイクアウトによる販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 麺処　大木 地粉によるこだわりの麺を使用したラーメンのネット販売による新分野展開 坂入　博

関東 茨城県 古河市 株式会社ナガツカ 4050001018487 働く人の心身の健康増進・支援コミュニティ型オンラインサービス 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社Ａｋｉｒａコーポレーション 7050001039927 新しい味わい方が、体験、体感できるラーメン店の開業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 麺や赤龍 既存事業「ヘアカラー専門店」の強みを活かした「脱毛サロン」併設への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 株式会社知の啓発社 7050001040505 高齢者・障碍者をリバイバルに導く画像デイケアシステムの構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 シオン株式会社 2050002039113 「安心安全な本物」をコンセプトとしたレザーカフェの展開 林　敦子

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＬＡＭＰ 5050001038591 お客様を内面から美しくするトータルビューティーサポートを行うための店舗新設 税理士法人第一経理

関東 茨城県 土浦市 フードブランディング株式会社 1050001033704 コロナ禍におけるテイクアウト事業への展開と、生産性及び収益力向上のためのセントラルキッチン新設 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 つくば技工株式会社 9050001039388 「健康美」（美しく健康に生きる）直接提供事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 2050001040930 古民家ゲストハウスを軸としたＢｔｏＢ向け地域価値創造型ワーケーション事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ブロードロード 1050001017525 居酒屋からベーカリー事業への新規参入 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 えり酒店 酒小売店のサツマイモから干しイモ製造直売迄の事業化 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 小美玉市 株式会社関川畳商店 3050001011617 空き家問題に対して優秀な留学生と協働、空き家の賃貸・販売事業業への展開 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 行方市 リプレイス もう待たなくてもいい　床屋は顧客の待ち時間も脱毛で付加価値化 佐原信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社ヒカリ 9050001033011 干し芋加工販売に事業転換し、地域ブランドと６次産業を確立する 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 茨城県 坂東市 マルツ食品株式会社 2050001014505 国産生姜のすりおろし、冷凍加工での食品製造業向け新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 朝日テック株式会社 6050001027354 大型フィルタープレス用ろ布の革新的製造方法の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 有限会社ササキモールド 6050002035661 プラスチック金型屋が超精密金属製品製造に挑戦、次世代型低侵襲医療処置具の開発と量産 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社五浦観光ホテル 2050001024099 地元海産物、農産物を使用した、ホテルの冷凍料理販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社高橋食品 3050002017398 豆乳・おからスイーツ商品開発・販売によるニッチ市場の囲い込み 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社河野銅鉄店 7050001007702 産業廃棄物中間処理業で顧客が求めるリサイクルトータルビジネスを提供し循環型ビジネスモデルを構築する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社スズラン・ロードハウス 9050002017046 コロナ禍で打撃を受けた飲食業から、地域資源を活用した食品製造業への事業再構築 谷口　修

関東 茨城県 桜川市 株式会社東華 6050001030903 リサイクラー工程ロス副産物を再生プラスチックシートに再資源化する新分野展開事業 協同組合さいたま総合研究所

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社佐久間設備 9050001037029 地域密着の設備工事から地の利を活かし地元名産の干し芋製造加工 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 ヤマト精機株式会社 8050001031676 新分野展開を見据えた大型加工部品と５軸加工部品への対応 茨城県信用組合

関東 茨城県 筑西市 有限会社鉄炮塚精工 5050002042295 自動車部品製造メーカーからロボット製造メーカーへの新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社グリーン交通茨城 9050002007609 愛情溢れる美しい葬儀の創造と人材育成 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 筑西市 株式会社イイダモールド 1050001032846 クリーンルーム環境を構築し高品質プラスチック製造への業態転換 茨城県信用組合

＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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関東 茨城県 土浦市 株式会社長右ェ門 7050001037352 建設資材販売業からさつまいもの食品加工業へ進出し地域振興を図る 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 桜川市 有限会社協栄 2050002043379 配管・修理企業からユニット製造も行うワンストップ企業への転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 いそのまい音楽教室 最新の感染対策を施した防音室でひとづくりレッスンを新生児より提供 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 株式会社牛久製作所 5050001027990 ユニット組立に対応した一貫生産体制へのビジネスモデルの革新 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社西野精器製作所 7050001006976 プレス試作トリミング法の転換による短納期化とコスト低減 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 永和株式会社 5050001019591 大型立旋盤導入により新規に水処理機器製造事業への展開・事業再構築を行う。 株式会社足利銀行

関東 茨城県 石岡市 三浦紙器工業株式会社 3010601008264 医療系の企業等にオーダーメイド段ボールを即時納品するサービス 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社住まい工房ナルシマ 5050001027512 茨城県建築業の業態転換による体感型アトリエと動画での情報発信 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社谷川クリーニング 8050002027293 フルタイム営業と老健施設の私物洗濯サービスで新規売上を確保する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社ヤマグチヤ冷蔵 4050001031671 省スペース省力化を実現した食品メーカー向けニラ加工事業 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

関東 茨城県 つくば市 株式会社梅屋 6050001015400 茨城の郷土料理を活かした日帰り温泉施設への大胆な新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 清水ノーヅル株式会社 1050001006809 既存事業で培った超精密加工体制を駆使した「宇宙産業：小型人工衛星部品製造」への挑戦！ 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 日立市 株式会社小野瀬製作所 9050001023045 「一品もの」の高精度技術を活かす航空機部品市場への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 飯島プレス有限会社 5050002000278 成長業種である医療機器・半導体製造装置業界への参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 株式会社宮内德次郎商店 3050001011930 屑米を選別することで今まで取り扱っていなかった業務用米への新規参入計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 有限会社サンスポーツ 6050002037690 スポーツ用品店（モノ）から体操教室・ピラティススタジオ運営（コト）への新事業進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ネクストワークス 2050001035187 地域の子供をバスケットボールを通じた知育・食育・体育で育む地域と共生するバスケ教室×飲食店の事業シナジー 茨城県信用組合

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＧＡＫＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2050001033521 感染症を施し、ＤＸによる省力と差別化を両立する焼肉店の運営 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社トツカフローリスト 9050002004779 花の力で内と外から華やかに！セルフエステ・エディブルフラワーカフェ事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 アーストリンク株式会社 5011201017819 『オンサイトでの破砕処理による機密抹消サービス』の提供 下館商工会議所

関東 茨城県 土浦市 喜作 老舗の割烹料理店ならではの和風カフェレストラン開業による事業転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ボイス 2050002022589 ポストコロナ時代を見据えた、持ち帰りスイーツ店と非対面型セルフエステ事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 株式会社ティック 5050001031919 茨城県を代表するサイクルツーリスト向け宿泊棟の運営 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 古河市 株式会社花新 1050001018507 『飼い主の気持ちに寄り添う　ペットの葬儀から手元供養まで』のワンストップ提供 古河商工会議所

関東 茨城県 牛久市 株式会社ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 8050001040017 地域交流プラザの建設による“地域の一人一人が輝くステージ”の創造 白川　淳一

関東 茨城県 猿島郡境町 鹿久保運輸株式会社 1050001013929 運送会社によるトラック車両を対象とした自動車整備業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社いばらき食文化研究会 9050002004861 業界初！オンラインとリアルの移動式手打ち蕎麦店への業態転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 坂東市 株式会社恒奇通商 6010701026592 環境調和型の国内資源リサイクル事業の確立 牛腸　真司

関東 茨城県 水戸市 株式会社イディア・コーポレーション 7050001000401 地域行政・クリニックと連携した水戸市高齢者向けの宅配弁当事業 松井繁忠

関東 茨城県 水戸市 株式会社ハーベストジョイ 8050001003114 新社屋での個人向けに特化したオリジナルペット商品の販売 依田　忠

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社長崎プレス工業 6050001026819 ヘラ絞り加工機導入による製薬工場用タンク製造事業への新規進出 石山　賢

関東 茨城県 水戸市 株式会社エルセルフ 8050001046550 最新ＡＩデジタル技術を活用した水戸市介護施設専門の訪問調剤事業 松井繁忠

関東 茨城県 水戸市 株式会社オオタカ 4050001000585 改正車検制度に対応可能な、大型自動車整備事業への新分野展開 藤原　和江

関東 茨城県 筑西市 有限会社増光製作所 4050002043030 高精度の切断加工技術を活用した生産用機械器具向け精密加工部品分野への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 小松水産株式会社 4050001024857 しらすひもの専門店による「常陸牛加工品」の開発と一般家庭向けネット販売の推進 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 行方市 株式会社高塚製作所 8050001022221 肉厚パイプ加工の生産体制構築で実現する油圧機器市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 茨城県 日立市 株式会社山形測量 7050001024615 最新測量技術を応用した非接触による構造物点検調査事業への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社龍介プロジェクト 6050001048524 スープ製造機導入による鶏白湯ラーメン通販事業への新規進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社高砂鐵工所 7050001024227 世界的に需要が逼迫する半導体素材の増産体制の確立と製造環境の改善 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 有限会社テイコク 1050002015619 精密複合加工機と歯車測定器導入による高付加価値歯車事業への参入 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 鉾田市 農業法人深作農園有限会社 4050002029896 自社生産果実を丸ごと使用したジェラート製造・販売の新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 筑波エンジニアリング株式会社 6050001010384 第二工場建設によるラインビルダー事業への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｐｒｅｍｉｕｍ 8050001042376 脱炭素社会への環境負荷低減を実現するバッテリー再生事業への業種転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社長野園 1050002020552 茨城県猿島エリア老舗茶屋による紅茶製品の受託加工事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社猛禽屋 1050001043967 再構築事業で動物病院を併設し　猛禽類等のペット生体販売とシナジーを生む 株式会社ビジネスリノベーション

関東 茨城県 下妻市 小口設備工業株式会社 1050001013813 先端デジタル技術を駆使した完全非対面型プライベートエステティック宿泊施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社大塚製作所 3050001000586 低侵襲脊椎手術トラバース器具の開発（世界初）と生産体制整備による医療分野参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 水戸市 環境美化管理株式会社 6050001000666 地域密着型の有人コインランドリー事業及び洗濯代行事業への進出 北見赳夫

関東 茨城県 つくば市 有限会社盛田アグリカルチャーリサーチセンター 2050002022366 個人消費者向けの熟成した有機野菜及び自社製造の堆肥販売事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社神戸製作所 6050001025184 高機能ＣＮＣ自動旋盤の導入と精密切削加工技術を活用した自動車部品・産業機械用部品における新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社茨城中央フラワー 2050001006304 花束製造販売による当社利益の拡大とフラワーロス削減の両立 畠山　佳樹

関東 茨城県 下妻市 株式会社オリオン急配 9050002017979 ドローン遠隔倉庫管理システムの導入による地域内共同輸出プラットフォームの構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社イシダ 8050001025752 建設業から、産業廃棄物の中間処理事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社染野製作所 8050001028086 非ＪＩＳ新規天井下地材による耐震天井（商品名ＥＳ天井ＳＳＳ）製造ライン新設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社ベストアローズ 2050001036838 衣料品検品業者だから出来る、今までは廃棄されていた不良在庫の再生販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社ユニオングローバルソリューション 4050001036984 事業者向け建材塗料販売会社が、ＥＣサイトによるＢｔｏＣ塗装販売事業に進出。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 合同会社ＢＮＷ 8050003004119 リアルな体験空間の整備とオンラインを融合させた高齢者のフレイル予防等の健康増進支援事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 日東自動車機器株式会社 8050001002875 自動車の環境対応のため鋳巣改良金型を新規に内製する取組み 滑川義裕
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関東 茨城県 石岡市 株式会社総合体育研究所茨城 1050001012328 児童発達支援事業および放課後等デイサービスへの参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社化研 6050001000658 原子力施設の廃止措置等に係る事業（ＤＤ（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　＆　Ｄｅｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｉｎｇ）事業）の立ち上げ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷市 清水物産関東ＳＰ株式会社 7050001046361 高生産性生産ラインの構築と大手企業との連携等による新製品開発 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社関根鉄工所 7050001023947 大型精密加工機械導入による新規製品展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 まつ建トータルサポート株式会社 3050001044889 ３蜜回避でストレス発散注目高まるサバイバルゲーム遊戯施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社コルザ 5030001129335 ペット同伴が可能なハンバーガー店の展開 土公　文平

関東 茨城県 日立市 有限会社錦工業 3050002031119 半導体産業向け高精度高強度製品開発による新分野展開 牛腸　真司

関東 茨城県 つくば市 とんきゅう株式会社 6050001015986 飲食事業から、自宅・野外食用の食肉小売事業への新分野展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社レジャー・クリエイト 1050002026863 セントラルキッチン導入とオリジナル鳥“シャモチン”のメニュー開発 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社エイブイシー 4050001006616 低温脱ガス装置の製造・販売による半導体製造装置市場への新規事業進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 有限会社白石製作所 1050002024578 自動車部品業界から車載向け半導体部品産業への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社ヒロベジ 7050001019458 野菜卸業者が本気で作る干し芋事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社筑波山江戸屋 3050001017399 日帰り客を取り込め！　―Ｃａｌｍ　Ｃａｆéでオシャレ筑波山― 増山　英和

関東 茨城県 筑西市 Ｏｍｉｆａｒｍ 生き残りをかけた自社農産物の加工品製造業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社アイジェイエス 8050001003238 リアルとバーチャルで集客するシェアキッチンＭｉｔｏＢａｓｅ 水戸商工会議所

関東 茨城県 つくば市 株式会社一望 3050001034080 温泉旅館の新分野展開　筑波山麓で天然温泉を楽しむグランピング 水戸信用金庫

関東 茨城県 結城郡八千代町 高浪化学株式会社 6050001013503 新型ペレタイザーの導入による、複合材ペレット製造への参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社チャンプ・ホールディングス 3050001035500 茨城県初の国産サーモン専門レストランで地域を元気に！ 水戸信用金庫

関東 茨城県 北茨城市 有限会社佐々木食品 2050002032431 シフォンケーキ製造販売を可能とする新規サプライチェーンの構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 茨城県 つくば市 有限会社コート・ダジュール 5050002021225 食べることの大切さと喜びを伝えるマルシェ事業の展開 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社ネクサス 3060002016770 日光のゲートタウン今市で子育て世代を応援する食のプロジェクト 日光商工会議所

関東 栃木県 矢板市 株式会社ブリジック 3060001026465 技術職特化型で実践的な英語力が身につく動画授業システムの開発 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 芳賀郡益子町 島田陶芸苑 アトリエ桜野による新しい体験教室で、陶芸の歓びを味わう新事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｃｏｏｋｉｎｇ＆Ｇｌｏｗ 7060001028532 障害者就労継続支援事業の運営による業種転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社シーバワークス 4060001030037 労働者人口が減少する日本を救う産業用ロボット教育事業の開始！ 高橋邑伍

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社五光 4060001001649 一貫対応が強みであるディスプレイ業者の、ＤＸ化促進による動画制作、動画広告配信等への取り組み 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社えんてんか食堂 4060002035010 脱アルコールに向けた世界初の食パン事業 リードブレーン株式会社

関東 栃木県 佐野市 株式会社エクリュ・アート 1060001021022 花・植物のプロショップ、アーティストとしての経験を活かし「フラワーカフェ事業」を行う。 税理士法人こうの会計

関東 栃木県 大田原市 株式会社ＥｖｏＲｅｖｏ 6060001030167 居酒屋からコロナ禍でも生き残るキッチンカー移動販売への事業転換 佐藤　秀紀

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社宇都宮天一 5060001000666 コロナ禍でも安心安全な美食をお届けします！宅配すし専門店への新分野展開 星野　基

関東 栃木県 日光市 合同会社東山閣 1060003001550 ＡＲイベントプラットフォーム事業 森野　英昭

関東 栃木県 さくら市 Ｈｅａｒｔ　ｏｆ　ＴＯＫＹＯ 通勤用から現場で洗って清潔高耐久イヤーパッドカバーへの新展開 東京東信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ナショナル企画 8060002006890 機器導入による「コロナを乗り切る」新しいリラクゼーション提案 フィネスコ株式会社

関東 栃木県 足利市 株式会社エスト 3060001021598 食品実演販売業で築いた販売経路を活用した菓子製造業への転換 ダブル－ウィン・コンサルティング合同会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社なかい 4060001029946 飲酒主体の居酒屋から食事主体の飲食店への新分野展開 塩濱　茂夫

関東 栃木県 宇都宮市 個徹ゼミナール オンライン授業でマンツーマン個別指導を受けるための講師予約サイトの構築と運営 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社中禅寺ストアーみむらや 7060002015760 １０ｋｍ圏内に競合店がない山間の観光地でのコインランドリー事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社城北工範製作所 2060001000140 医療機器部品製造分野においての新規参入の実現 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社守田家 4060001008652 ワッペン・刺しゅう品の国内外ＥＣ・実店舗・イベント販売事業 日光商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 日本プレーテック株式会社 5060001012050 目指すべき脱炭素社会を背景に、拡大する再エネ＆電動車の市場への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社サンフーズ 3060001030120 給食ノウハウを活かし弁当へ進出！デジタル化で真心を尽くす！！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社荻野合成 8060001019431 ガス対応技術と初導入となる電動成形機にて高精度成形を実現し新分野の大型車両業界へ 竹野谷　周久

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社サンコーソーイング 3060001001798 岩手山の水で洗う循環サイクル社会に適応した羽毛リフォーム事業 株式会社岩手銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社サカエ厨房設備 1060002018117 レーザ切断加工機導入による半導体製造用クリーンブース部材市場への進出 真岡信用組合

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ステップ 4060001025391 豊かな地域づくりに貢献する介護事業者が地域課題に取組む新たな“ステップｋｉｔｃｈｅｎ”事業（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社松下通商 3060001014759 フィットネスサービスの参入で多角化経営を開始し、今後の事業リスクの分散化を図る 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社スタッフバンク 1060001005256 人材派遣業が弁当のテイクアウト、日用品・介護用品配達サービス事業へ進出！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社協栄社 3060001009296 抗ウイルス印刷技術を活用した安心・安全なパッケージの生産体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ｉ－ＳＨＡＰＥ 8060001014614 アフターコロナに適応し、地域を代表する高品質焼肉事業への転換 小山商工会議所

関東 栃木県 下野市 株式会社前田工業 2060001015114 医療分野展開（ＣＴ及びＭＲＩのＦＲＰ製外装カバー製造） 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社古口工業 1060001005413 ＥＶ向けのリアピラー製造による製品ラインナップ強化を図る新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社プランニング洋子 8060002023408 ラーメン店が冷凍餃子を製造し無人販売所で挑戦する！業種転換 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社恵伸精密 1060001023679 小型精密部品製造から高い寸法精度を有する大型部品製造に進出する再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ジアースコーポレーション 4060001014898 工業用塗装ライン設置による金属製品塗装ニーズに応える体制整備 近山　寿博

関東 栃木県 佐野市 有限会社金禄 6060002038903 老舗和菓子屋がつくる「ＳＮＳで映える冷凍和菓子」等のインターネット販売プロジェクト 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 栃木レザー株式会社 9060001017442 栃木レザーオリジナルブランド商品開発プロジェクト 税理士法人山本総合会計

関東 栃木県 小山市 有限会社誠和葬祭 9060002028711 簡易宿泊施設を新設し、ご遺族の想いに寄り添うご遺体ホテルを運営開始！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 シンテックス株式会社 7060001006026 高品質な鉄道車両部品等提供のための生産体制の再構築 株式会社足利銀行
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関東 栃木県 宇都宮市 株式会社井上総合印刷 7060001000549 「ミウラ折り」による製品開発および全国の印刷業者との連携関係構築による全国展開、売上構造の再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社仲乃家 6060002032427 老舗料亭に泊まる、小江戸「蔵の町」を感じる宿泊サービスの開発 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社医療福祉人財センター 5060001012232 健康寿命延伸を目指したアクティブなサ高住及びデイサ－ビス事業 岸　広

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社龍華園 9060002009802 中華料理店を廃業し、雷都宇都宮で斬新なラーメン店Ｋａｍｉｎａｒｉ　Ｃａｆéを開業！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社テクニカルタカダ 6060002039265 ステンレス加工専用の製造装置導入による食品製造機械分野への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社薄井工務店 4060001023321 注文住宅の物件管理が『楽になる』打合せアプリ　【ｔａｔｅｔａｒａ】 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 共陽精密株式会社 2060001010370 荒加工業者から試作開発企業へ躍進！燃料電池・半導体分野への新展開 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社仁 9060001027103 コロナ禍でも安全に利用できるデジタルフィットネスジムによる、地域の健康増進事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 栃木県 さくら市 有限会社戸田鈑金製作所 9060002012764 新型ベンディングマシンによる厨房機器用内部部品・大型部品参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 はやぶさ交通株式会社 5060001005789 観光バス企業が葬祭用仕出し及びアレルギー食対応の飲食店に挑戦！ 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ハレルヤ・イズム 6060002010795 インバウンドゴルフツーリズムに特化したポータルサイト事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社高尾屋 3060001006780 全国初、パラリンピックでのトレーナー経験を活かしたリハビリサービス 株式会社サクシード

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社博報サービス 4060001003637 栃木県初進出！社会人向けクリエイター養成スクール運営事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 栃木グランドホテル株式会社 6060001016505 地方のシティホテルの機能を活かした住宅型有料老人ホーム事業への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ミササ 7060001010647 地域密着の石材店によるフィットネスジムへの新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社ヤマギシテクノ 8060002037622 高精度・微細加工金型の実現による高成長の航空宇宙、医療機器市場への新分野展開 足利商工会議所

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社Ｄｒｉｆｔｅｒ 4060001031150 リモート制作とネット配信コンサートに特化した音楽スタジオの開設 税理士法人アイ会計事務所

関東 栃木県 大田原市 株式会社トムテック 3060001013868 ハーネス製造企業が医療機器ユニットと鉄道信号の制御装置の受託製造へ進出！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社おかもと 3060001005394 地方発　思い出の味と共に家族のきずなを作る葬祭サービスへの新分野展開 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 日光市 株式会社ホテルサンシャイン鬼怒川 2060001008712 新・鬼怒川観光スタイルの創出に向けた遊休施設リノベーションによる「Ｌａ　ｍａｒｃｈｅ’　Ｎｉｋｋｏ－Ｋｉｎｕｇａｗａ」整 大関　眞一

関東 栃木県 佐野市 株式会社アイ・トライアル 2070001021193 試作製造から完成品へ！ペット用酸素カプセルの商品化とＥＣ等販売事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社チームバリスタ 3060001024543 栃木県及び宇都宮市の活性化を目指す！街づくり飲食事業の展開と地域経済貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 栃木市 株式会社ＯＴＰ 2060001027233 塗装工程の全てを請け負う総合塗装メーカーへの変革による事業再構築 松永　敏明

関東 栃木県 真岡市 有限会社ヨコタ 7060002017757 ＩＴベンダーから脱皮、ＩＣＴネットワークナレッジコンサル企業へ！ 真岡信用組合

関東 栃木県 佐野市 有限会社ホテル三吉野別館 3060002039466 地域に密着した非接触型グランピング施設の構築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＯＮＥ　ＳＴＡＲ 3060001021607 オリジナル食品の製造によるキッチンカー出店とうどん店での昼営業による事業再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 日本精管有限会社 5060002032444 先端医療と次世代自動車分野に進出する為の同時５軸制御加工技術の確立 栃木商工会議所

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社嶋田屋本店 8060002020248 試飲も食事も楽しめる次世代酒屋スタイル開発による業績Ⅴ字回復 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 那須スポーツガーデン有限会社 2060002029427 廃校になった小学校の施設をリノベーションしたグランピング施設 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 さくら市 ＨＣＣソフト株式会社 8060002012435 廃校を利用した、ドローンとスポーツテックの実験場を兼ねた研究開発施設の運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社上岡軽合金鋳造所 1060002033529 発泡性ポリメチルメタクリレートを用いた新たなアルミ砂型鋳造方法を確立し高精度の製品づくりを実施する 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社宇井精密製作所 8060001018350 医療機器へのプラスチック成形部品製造の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＨＡＲＭＡＮ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 5060001028030 冷凍餃子の製造・無人販売方式と障がい者福祉支援の融合 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 合同会社Ｇｒｏｗｉｎｇ 1060003002680 自社の強みを活かした「レストアサービス」による新業態への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 奥那須建設株式会社 8060001011330 キャンピングカーごと楽しめるイベント盛り沢山のキャンプ場の運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社若菜製作所 8060002033118 食品・半導体部品加工への新規参入　複雑形状加工への挑戦！！ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ワカヤマファーム 1060001029081 体験・飲食施設・ミュージアムの併設による体験型観光体制の構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 深谷建設株式会社 5060001011531 差別化したオートキャンプ場運営による地域活性化への貢献と安定的な収益の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 日光市 株式会社エイム・クラージ 1060001025584 過疎地域の資源活用による就労機会の創出と過疎地域経済活性化への貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 株式会社ポーラーズ研究所 6060001014756 陰イオン系難処理有害物質処理剤による土壌事業への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社中央 9060001002766 複合加工機と横型マシニングセンター導入による製造装置分野への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社佐藤機械製作所 7060002028449 大型製缶溶接技術を生かして、通信業界への新規参入事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社６月の森 1060001021732 ウェディングチャペルをワーケーション対応・貸切宿泊施設に大改装！ 佐野商工会議所

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社小林酒店 4060001010393 酒屋が酒蔵を事業承継、事業再編で酒蔵の無いまちに酒造りを復活 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 小山市 小山鋼材株式会社 1060001014091 新型マシニングセンタの導入による、燃料電池市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社銀座園 1060002003085 中華料理店がコロナ禍でも拡大している焼肉市場へ挑戦する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 田渕工業株式会社 4060001016936 新製品の樹脂素材を用いた、インフラ工事機器の一貫生産 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社サンドライ 3060002004115 ＥＣサイト及びアプリを使った布団クリーニングのデリバリーサービス事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ミツボシフーズ 8060001024002 野生シカ肉ジビエを活用したドックフードの製造と地域イノベーション貢献 大田原信用金庫

関東 栃木県 栃木市 日本データドリブン株式会社 5060001027627 ＩｏＴ向け高精度ＧＮＳＳソリューション提供ビジネスへの転換 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社スキット 4060001005311 コロナ禍を受けた「ＳｃｈＩＴ　どこでも放送局」事業で新分野展開 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＧＲＡＴＩＴＵＤＥ 5060001033170 愛と笑顔で送る、離れていても心寄り添うフューネラル（新葬儀） 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ＡＲＩＡ 3060001029393 お客様が持つ『肌』の素材美を引き立てるエステサロンへの転換 斎藤　秀樹

関東 栃木県 小山市 有限会社いせや 8060002027813 無洗剤コインランドリー事業で、皮膚炎減少や地域の水質資源保護に取組む 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社日東コーン・アルム 7010001175932 プレミアム冷凍ケーキのＤ２Ｃプロジェクト 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社大幸製作所 7060002028829 中厚板加工品の製造販売を開始する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社タケカワ 6060001005581 タケカワＥＣサイトを通じた時計文化・技術の発信 株式会社みずほ銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 株式会社大津屋呉服店 8060001009688 老舗呉服店による『芳賀町特産品×写真×和雑貨』のコラボ商品の販売！ 村田　累実
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関東 群馬県 太田市 有限会社蔵庄 2070002029013 自家製低温熟成肉を主体とした惣菜テイクアウトで新規事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｔｕｎｏ 7070001030677 リアルの出会いの場を提供する独自の婚活サポート事業の創設 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 株式会社プラテック 5070001024086 新型プレス機導入による５Ｇガラスアンテナ製造事業の展開 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 太田市 Ｍａｒｒｏｎ 美容サロン（サブスクリプション型ヘアカラー専門店）を新規に開業 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ｅサポートサービス株式会社 9070001011270 塾長１人で年間１０００万円の売上を上げるオンライン学習塾のＦＣ展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 桐生市 有限会社桐生丸由 2070002023172 和風マスクのガチャによる非対面販売方法でコロナ禍からＶ字回復 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 株式会社丸広 3070001029525 コワーキング機能を備えた低価格カプセルホテル事業の新分野展開 関　誠

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社エムエスエー 7070001020769 オリジナルグッズの製造・販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社魚徳 9070002028173 小規模食料品スーパーの生き残りにかける移動販売・弁当販売の事業化 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 邑楽郡明和町 リプラン株式会社 8010501021081 歯のホワイトニング事業 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 Ｐｉｇｇｉｅｓ 別荘・ホテル等滞在者向けリゾートコワーキングスペースの提供 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社アシマ 7070002036013 ファスティングの専門知識を活用した宿泊施設への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 分福酒造株式会社 5070001021975 当社日本酒「分福」ファン向の飲食店「狸庵（りあん）」新事業展開による事業再構築 館林商工会議所

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 株式会社プレスタイル 3070001026539 ドローン空撮とＶＲ映像とリンクしたノベルティグッズ制作・販売による新規顧客獲得計画 北群馬信用金庫

関東 群馬県 館林市 スナック峰 スナックから地元食材を使ったアットホームな雰囲気の小料理屋へ 館林商工会議所

関東 群馬県 前橋市 インド食堂　チャラカラ クラッシックバイクのレストア事業 群馬県信用組合

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｎｅｘｔｄｏｏｒ 3070001031522 地域初の地域資源を用いたコッペパンの持ち帰り店舗の運営 館林商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社まごころ 3070001028015 博多風居酒屋が本場の味を活かした唐揚げの非接触型テイクアウト 早瀬　達

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＭＡＤＥ　ＦＲＯＭ 5070001034911 企業の地方移転の受け皿となる産産・産学連携サポート拠点を開業 桐生商工会議所

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社松商 9070001023225 アウトドアＰＡＲＫ新設による旅館外需要の獲得と地域活性化 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡明和町 有限会社風雷坊 8070002030709 居酒屋からテイクアウトを中心としたカフェレストランへ！ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社サムライ・ロック・オーケストラ 4070001030408 『池谷直樹』のたこやき屋（大人気店「くれおーる」監修） 浅山　直希

関東 群馬県 前橋市 株式会社マキヤマ 9070001003029 硝子業界初の機械を導入し、安全かつ製品の多様化をはかり、技術者育成をめざす事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 リカーパークシーザー 利き酒師・シニアソムリエが提供する。酒に合う冷凍・チルド総菜の開発販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社エス．クリーニング 1070001018793 既存事業の強みを活かした歩行特化型デイサービスの多店舗展開 株式会社エイチ・エーエル

関東 群馬県 館林市 株式会社カレン 4070001025449 オンライン面談システムを活用したＥＣサイトでの墓石販売事業への業態転換 井上大輔

関東 群馬県 太田市 なんとかなる合同会社 8011003008121 バナナジュース専門店から焼き芋専門店へ転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社ワイテック 2070001011995 水揚げ後の魚介類を１２時間以内にお届けする電子商取引の開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社Ｃ＆Ｔ 5070001028962 翻訳字幕付きのビデオチャットサービス『リモートコネクト』の開発 株式会社インスパイヤー・コンサルティング

関東 群馬県 前橋市 有限会社モトイ機械 6070002006636 食品機械メーカーからＳＤＧＳ関連機械メーカーへの転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社花のナカムラ 7070001008087 真空凍結乾燥機を用いたフリーズドライフラワーの商品化とフラワーロスの削減 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 プロファ設計株式会社 7070001013946 ＩＣＴ測量技術の高度化による３次元測量事業への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 壱番家 セントラルキッチンを新設し介護施設への食品製造卸事業の新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 株式会社原田農園 5070001023047 観光農園の強みと機会を活用した果実酒製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 設楽印刷機材株式会社 7070001001612 前橋発「人とロボットの共存モデル」提案による、地域イノベーション活性化計画 税理士法人林会計

関東 群馬県 伊勢崎市 アライクリーンタオル株式会社 9070001014050 今までなかった小ロットでのレンタル理美容タオル、ユニフォームレンタル事業の開始 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡昭和村 株式会社原田ファーム 3070001026968 イチゴ摘み取り園からスイーツショップへの新分野展開事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社なかや旅館 7070001023482 レトルトスープの開発とＥＣサイトでの販売による業態転換 経営サポート株式会社

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 星ヶ岡山荘有限会社 2070002036546 複合施設と一棟貸し宿でワーケーション市場獲得による地域活性化 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 太田市 有限会社ＴＲＡ 3070002032841 縫製業への進出に向け、裁断から輸送までの一貫生産体制を構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社大栄龍 5070002014490 非対面型販売の強化に向けた新製造工場建設による長期賞味期限商品の開発 高崎商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社セガワツールサービス 2070001019543 極小径切削工具の開発による超微細加工の革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 日東部品株式会社 9070001019925 商社から製造業へ参入、需要高まる「流量計」等の多品種小ロット製造販売 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 三鈴工業株式会社 4070001013767 長尺ハイテン材曲げ加工技術の高度化による特装車両産業への参入 株式会社愛知銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社佐藤塗装 8070001024959 “住まいづくり”を応援するショールームを開設し、総合リフォーム業に挑戦 あかぎ信用組合

関東 群馬県 桐生市 株式会社新和 7070001016156 プラモデルパーツ製作事業へ新規進出の為の最新式射出成形機による再構築 株式会社ビジネスリノベーション

関東 群馬県 高崎市 株式会社ソルテック 6070001029472 ＳＤＧｓを目指した、生ごみ処理機製造への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社三山精機 4070001011952 次世代自動車向けサーモセンサーの生産体制構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社アーリーホーム 9070001017417 町工務店挑む！コロナによるウッドショックを乗り切る土木事業の新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社アイテク 7070001006009 業界では初となる電気設備工事用ケーブル等の事前加工製造・販売への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 群馬県 太田市 旭鉄工株式会社 7070001018623 大型塗装ライン製造ノウハウを活かした農業機械業界の小～中型の塗装・乾燥ラインへの進出 シェアビジョン株式会社

関東 群馬県 桐生市 有限会社桑原プレス工業所 8070002023332 コロナ禍で需要が伸びるエアコン部品製造に新規参入し、売上の回復を図る 株式会社フラッグシップ経営

関東 群馬県 太田市 暁工業株式会社 3070001018610 インターネット直販を通したスイングドアメーカー事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 みどり市 株式会社稲垣工業 3070001015616 銅など高反射材加工技術の習得による５Ｇ関連産業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 株式会社クレイフィールド 1070001005395 ＬＥＤスクリーン関連業務とライブ配信サービス 山口　明

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社中沢ヴィレッジ 5070001026371 草津温泉来訪客３３０万人の為の新観光リソース「ベルツの森の花畑」計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社茂木製作所 3070001008586 大型精密位置決めテーブル製品の組立体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ケイエム工業 3070001009733 医療機器部品事業の新規参入 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 高崎市 共和産業株式会社 4070001006630 脳外科内視鏡手術用精密鉗子の量産化体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 内外機工有限会社 8070002011262 筐体部品の板金加工から半導体製造ライン部品の大規模量産対応への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 前橋精密工業株式会社 2070001018165 空の脱炭素に向け開発が進む最新航空機部品製造事業への進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社協栄製作所 5070001017057 リバースエンジニアリングによる建設業等向けの高品質金型の製造 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社魁 4070001013899 今後も需要の高まる高齢者マンション等向け家具の製造販売に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社ニューコーポレーション 3070001023924 滞在可能型リモートワークオフィス＆グランピングキャビン 株式会社ライトアップ

関東 群馬県 高崎市 トキオエンジニアリング株式会社 2070001007820 アフターコロナを見据えた物流向けパレタイジング等における省力化及び高付加価値化システムの開発 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社天武 9070002020279 新型コロナ感染症対策を徹底した最先端のゴルフ練習サービスの提供 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社アトリエ宮 9070001028125 本格木造注文住宅会社が、住居の概念にとらわれない移動住宅を提供する 小川秀樹

関東 群馬県 太田市 アイエムエス株式会社 7070001018573 塑性コイル加工等の試作及び事業化 株式会社足利銀行

関東 群馬県 桐生市 プライレット お弁当テイクアウト事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 有限会社上田製作所 7070002028175 小ロットな試作品製造業から高付加価値製品の量産に繋がる交通インフラ事業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社ファースト 8070001033092 焼肉店から事業再構築。食肉加工業への業態転換。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生タイムス社 3070001015830 市民ポータルアプリに老舗新聞社が挑戦し、コロナ禍を克服 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ヨネアイ 3070001014155 自社製品の開発、エクステリア事業へ進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 岡部工業株式会社 3070001018916 半導体事業への進出に向けた高速・高精度パイプ加工及び量産体制整備 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社シミズプレス 2070001009734 脱炭素社会実現に向けた再生可能エネルギー事業への参入 高崎信用金庫

関東 群馬県 藤岡市 高陽精工株式会社 5070001012842 航空機エンジン部品製造用治具製作ビジネスから次世代自動車向け鋳造用ビジネスへの挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｍａｋａｎａ　Ｌｅａ 3060001029542 子育て世代向け惣菜店ビックママーズキッチンの開業 館林商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 Ｉｎｆｉｎｉ　Ｔ　ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 8070003003250 スポーツコート【Ｘ－ＰＡＲＫ】の新設 湯浅　康弘

関東 群馬県 桐生市 株式会社鈴木機械 8070001016171 受託試験事業による金属加工業の新事業展開 小川秀樹

関東 群馬県 吾妻郡草津町 千代田土地建物株式会社 4070001023873 テイクアウト併設の飲食店と１日１組限定の宿の複合施設で新事業展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 田村建設株式会社 9070001002071 職人が教える「自分で建てる低価格こだわりの家」販売への挑戦 株式会社大光銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社ナガイエンジニアリング 1070002013934 自動車関連金型・試作型を内製化することで事業の再構築に挑む業態転換 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 合同会社ＴＵＬＡ 6070003003070 子どもの未来を育む「放課後等デイサービス事業」への転換 アイオー信用金庫

関東 群馬県 渋川市 有限会社玉樹 3070002026521 群馬渋川の複合的観光拠点となる、アウトドア人の為の温浴施設の運営 鴻上まつよ

関東 群馬県 高崎市 有限会社金田金属 7070002009357 自動車部品で培った技術力を活用した、医療分野向け高精度部品加工への挑戦 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社味ぐんぐん 4070001010715 冷凍餃子の無人店販売及び自動販売機販売 日本クレアス税理士法人

関東 群馬県 富岡市 株式会社細谷モータース 1070001029386 塗装ブースを利用した板金塗装サービス しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社渋沢技研 2070002020161 住宅設備向け金属製品分野への新規参入による事業再構築 小林　英伸

関東 群馬県 渋川市 有限会社マックス 2070002027693 「「電気×ペット×飲食」強みをつなげるグランピング事業への参入」 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社永井食品工業 8070002014190 群馬梅郷再生事業～特産の梅を新たなカタチで食卓に～ 西巻　忠彦

関東 群馬県 高崎市 有限会社小林製作所 7070002009910 自動車のＣＡＳＥ化による車載通信部品事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社林製作所 6070001023046 プラスチック製品製造業における医療分野への新規参入による事業再構築 北群馬信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社サトキン 5070001007041 洋上風力発電・半導体製造業界への新規参入による売上のゴールデンバランスの確率 高崎信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 ｉ・コンサルティング株式会社 3070001024245 若年層向けＩＴ導入ゴルフ施設事業 松島　圭一

関東 群馬県 前橋市 株式会社ケルン 2070001004504 内食需要に応えた食品の製造を開始する新分野展開への挑戦 かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 高橋商工株式会社 8070001009472 金属部品加工製造業から最終製品製造の開始による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社ワークエントリー 9070001011543 みなかみ町の水資源を生かしたナチュラルミネラルウォーター製造業 かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社メイクワン 1070002012366 接触機会を最小限にする新しいスタイルの次世代型焼肉店事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 アルビテクノロジー株式会社 5070001020481 切削プログラム作成とテスト加工の請負による、技術コンサルタント事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｙ’ｓハウジング 2070001030062 造成・基礎・外構工事への参入及びウェアラブルカメラ導入による安全管理体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社広英 2070001032380 レストランのＭ＆Ａとセントラルキッチン化 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｏｒａｌ　ｗｏｒｋｓ 1070001031045 歯科技工から世界に一つだけのファランジリング生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社スマイルミッション 6070001034043 地域に特化した自動販売機による冷凍餃子の販売とブランド化 前橋商工会議所

関東 群馬県 桐生市 有限会社ネギシシートメタル 1070002024386 精密板金における製品、製造方法の再構築 松永　敏明

関東 群馬県 太田市 株式会社古川製作所 4070001020400 脱炭素社会実現のための「長尺重量物用ロボット溶接システム事業」立上げ 群馬県中小企業団体中央会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 丸栄建設株式会社 2070001023966 移住者支援サービス事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 安中市 株式会社荻野屋 7070001009845 生産者応援と在宅生活充実へ向け新たに精肉加工販売事業への参入 株式会社八十二銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｂｏｄｙ　ｗｏｒｋｓ 4070001029391 動作解析データを使った高度な動作指導／幼児期からの動作指導アカデミー事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社オーテック 5070001013865 ＣＦＲＰを活用した次世代産業部品の製造事業立ち上げ 桐生信用金庫

関東 群馬県 富岡市 有限会社小板橋産業 6070002016206 金属加工業における新商品への転換による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社サイトウーコーポレーション 4070001019285 ペレットで健康管理。栄養管理が出来て安全な小動物用ペットフード開発 松山　亮樹

関東 群馬県 桐生市 有限会社荒井家具製作所 4070002022560 自社開発の空気循環式低温乾燥機を家具製造に並ぶ中核事業にする 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 有限会社まるやフーズ 2070002006508 ３分５００円で洗車完了する顧客満足度追求型ドライブスルー洗車場 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ワイズテクノ 5070001029440 地域活性化のための「食」と「住」がテーマの隠れ家的施設の開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 ＧＬＵＣＫ株式会社 6070001031610 新商品における樹脂製品と樹脂塗装を合わせ新規需要獲得による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 北海機工 テーブル形横中ぐりフライス盤等の導入による深穴加工の実現と環境分野への新規進出 アイオー信用金庫
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関東 群馬県 太田市 株式会社村山製作所 9070001020230 再生プラスチックを活用した容器製造方法の変更による業態転換 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 三幸機械株式会社 2070001006979 横型マシニングセンタ導入による医薬プラント向け大型圧力容器の製造体制確立 高崎商工会議所

関東 群馬県 桐生市 株式会社トップ・クリエイト 4070001025738 外国人でも気軽に求職できる非接触型求人募集検索エンジンの開設 福田　秀幸

関東 群馬県 伊勢崎市 フナダ特殊鋼株式会社 8070001013706 半導体製造装置及び産業用ロボットの部品生産事業の新規構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 東邦工業株式会社 1070001010016 ワンタッチ・カートリッジ式ルームディフーザーの製造販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡川場村 永井酒造株式会社 3070001023321 記憶に残る究極の酒蔵感動体験～日本酒の新しい市場価値創造への挑戦 利根郡信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社正田製作所 1070001017218 電動アシスト自転車市場への進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社グットハウス 5070001015201 エアコン取付スクール事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 株式会社人間牧場 1070001028958 農業体験型宿泊事業（北軽井沢ファームステイ） 株式会社東和銀行

関東 群馬県 藤岡市 有限会社興伸ユハラ 6070002017410 精神障害者向けグループホーム運営事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社松村機械製作所 1070001020964 脱炭素社会の実現！ステンレス部品製造の事業再構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 有限会社本田不動産 7070002030916 新しい働き方と産学連携のための施設で地域貢献するワークスペース事業 水谷　弘隆

関東 群馬県 安中市 株式会社プログレイス 5012401018409 新しい軽井沢ソサイエティを構築するゴルフ複合施設運営事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 日本パスコム株式会社 8070001002436 県産果物を使用したフルーツデザート製造業工場（食品製造事業の展開） 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社スイシン 1070001010305 ＲＡＡＳ事業で設備導入スピードの促進を図る事業 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 有限会社ディー・ワイマネジメントサービス 7030002071930 希少価値のある「北海道ウトロ産魚介類」の国内向けネット販売及びインドネシア飲食店向け卸売事業 八ツ本　泰之

関東 埼玉県 深谷市 株式会社サンカンパニー 9030002115644 新たなこだわり乾燥うどん製麺のネット通販事業による事業再構築 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 いのう接骨院 接骨院に併設する国家資格者によるパーソナルトレーニング事業 上田　曽太郎

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社エルテクノ 4030001060474 食品を５０℃～９５℃の低温ミスト加工できる加工機械の開発 ラ・ポール税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社モリメ 7030001008462 ＳＤＧｓに沿った成長戦略、総合リユース業への進化 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 志木市 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター 1030001047292 “はたらくを、かがやくに”～相談サイト『キャリア・オアシス』の制作展開 石川　麻子

関東 埼玉県 八潮市 コマースバリュー株式会社 7030001118187 個人・小規模事業主のためのポイント制による物流代行サービス＜ＫＯＭＰＯ＞ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 深谷市 今井医院 医師の知見と指導で在宅太りを解消する瘦身サービスの構築 深谷商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ 9140001077718 居酒屋経験を活かし公共施設での音楽レストラン事業への新分野展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社むさしの商産 4030001055689 小江戸川越の地でテイクアウト店　和の職人が本気で作るフルーツサンド 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 合同会社ＷＨＳ 6030003008338 コロナ禍で最も需要加速している、保育所と幼稚園のオリジナル商品製造 深坂　祐希

関東 埼玉県 入間市 スカイパーク毛呂山 スカイパーク毛呂山併設キャンプ場整備事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社アカマツ 6030001054235 介護施設等向け真空包装商品の開発販売による売上拡大事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 有限会社エス・アイ・ピー 1030002028457 放課後等デイサービス事業 佐々木　康貴

関東 埼玉県 川口市 株式会社ビッグボンズ 7030001093307 ラーメン店による風上事業（めん類製造業）への挑戦。 勝海　やすし

関東 埼玉県 越谷市 有限会社菅生製靴 2030002086603 ニューノーマル時代の新たな「ビジネス＆カジュアル」シューズＵＯＧＵＳ開発 株式会社サクシード

関東 埼玉県 所沢市 手打そば　弥兵衛 自慢の出汁を活かした自然栽培野菜カレー事業への挑戦 田中　貢

関東 埼玉県 川越市 有限会社アクセルプロモーション 9030002079583 独自のノウハウを生かした付帯サービスの提供による中古車販売の競争力強化 川越商工会議所

関東 埼玉県 本庄市 いなか茶屋きんしょう 埼玉県特産品及び水産業者連携の持続可能な缶詰製品製造事業の確立 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ジェイ・エル・シー 6030001106845 ＣＡＦＥぐりーんおうる事業創設による「天恵菇」の新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ラナーヴェ 4030001112440 地方スノーリゾート　テナント店舗事業展開計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 新座市 エム・ジェ・エス株式会社 9030001045792 油圧プレス機を導入し絞り加工の可能性を拡大し対他競争力を強化する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 スマイルポッド株式会社 7030001108510 写真撮影を行う会社から思い出の総合プロデュース会社へと転換 長岡　勝美

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社モバカメ 8010701037068 五反田地区初のリモートワーク対応のカフェスペースを備えた店舗 蛭田　昭史

関東 埼玉県 越谷市 株式会社丸恵 2030001064808 防音機能とネットワーク環境を強化した多目的ルームの提供 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 北本市 やまがたらーめんきたもと屋 防災機器の定期点検を立ち上げてコロナ禍の雇用を守る 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 株式会社シンフォニーユニバース 9030001119662 介護事業のホスピタリティノーハウを活用したマリンスポーツ事業 株式会社イソシエ

関東 埼玉県 所沢市 和ビストロ一歩 オーナーの健康食提供を強みとした安心で安全なプライベートジム開設 山取　　大希

関東 埼玉県 狭山市 アトリエギルドＧＯＳＯＵＴＨ アパレル事業者による３Ｄバーチャルマーケットの提供 狭山商工会議所

関東 埼玉県 比企郡滑川町 きくや 非対面型ビジネスモデルの構築 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 桶川市 アーキダンススタジオ 待機児童の解消、及び女性活躍社会に貢献できる　「放課後児童クラブ」の新規開設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 三郷市 株式会社スタープロジェクト 2030001130262 転職潜在層の若者を対象とした転職活動アプリの開発による非対面人材紹介サービスの展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 埼玉県 所沢市 有限会社エイチ・ピー・エフ 4030002032951 フランチャイズを活用したテイクアウト専門からあげ店の開業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 東旭国際健康医療株式会社 7030001129366 ＳＮＳや動画プロモーションを活用した中国向け越境ＥＣの立ち上げ 木佐谷　康

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社千客万来 2030001015868 卸売・小売業から製造業に業種転換し、世の中に無い新製品の開発に挑む 平山　智史

関東 埼玉県 上尾市 株式会社Ｌｉｅｎ 1020001087249 ベトナムコーヒーを楽しめるテイクアウトカフェとＥＣへの展開 小松原　史雄

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社小塩製作所 3030002021113 最新レーザ加工ラインの構築による新分野市場への展開 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 飯能市 株式会社サンドラコーポレーション 8030001094295 ＳＮＳ×飲食店×建設業のシナジーによるドッグラン・カフェ事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 新座市 株式会社ＳＯＬＩＥ 7030001132799 志木市共同プロジェクト「ＳＨＩＫＩＺＭ」出店による地域活性と売上向上計画 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 埼玉県 川越市 株式会社エイチエフ・パートナーズ 2030001121690 日本酒を海外に発信！シンガポールでの独自販路を活用した日本酒輸出事業の展開 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 戸田市 富士技研工業株式会社 7030001021969 新たな水質管理製品の開発と製造方法の変更による業態転換計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 東松山市 株式会社アールエフワン 4030001071876 質店のＳＮＳ集客によるオリジナル石鹸の開発・販売業への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 埼玉県 さいたま市緑区 Ｈ＆Ｔ 高齢者も出勤！？通うと元気になる下町パンカフェ出店 東京シティ信用金庫
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関東 埼玉県 東松山市 Ｓｈｏｔｂａｒ　Ｃｌａｎ 東松山初のＧＯＬＦ　ＢＡＲ 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 川口市 株式会社勇馬 4030001108380 ウィズコロナでも安心できる高級和牛焼肉店への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 埼玉県 草加市 有限会社セイコー 1030002052820 キクラゲの菌床卸として日本の農業と国民の健康へ寄与 税理士法人日本未来経営

関東 埼玉県 越谷市 柳屋 飲食店コンサルの人脈を活用した業務用冷凍食品のＥＣ販売への業態転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 戸田市 篠塚愛貴 サステナブルをテーマにしたアイテムの印刷及び販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 合同会社プロプラス 3030003012945 イージーオーダーで作る、自分サイズのカジュアルファッション 越谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社レ・スリジェ 3030001097501 新規店頭テイクアウト・ネット受注販売着手事業 税理士法人ＣＴオフィス

関東 埼玉県 日高市 株式会社マスターオブライフ 7030001090147 ゴルフ×接骨院＝コロナに負けない心身作り、地域活性化とゴルフの発展 飯能商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 ｋｏｋｏｒｏｎｉｅｍｉ 人とのコミュニケーションを活かした生活習慣改善カウンセリング 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 川越市 ＲＣＧコーポレーション有限会社 2030002096536 こだわりの味のラーメン店を出店し、アフターコロナを勝ち抜くビジネスを構築する 岩本　恭幸

関東 埼玉県 熊谷市 アトリエ　ｆｉｎｅ 生命の源ミトコンドリア活性スタジオ　生活習慣病予防、免疫力アップを図る 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 ＴＮＫ協同組合 5030005018807 秩父・飯能の魅力的な地域情報を発信するウェブサイト運営事業 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｔａｍａｇｏ　ｂｏｙ 地元食材を使った【オールさいたま産】の【高級ロティサリーチキン】販売の業種転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 リラクゼーションサロン由（ユウ） 新サービス開発やプロモーション実施よる新規顧客獲得 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｓｕｔｔｏ 7030001125316 日本の観光資産デジタルデータを世界に伝えよう。ＮＦＴマーケットで収益分配プロジェクト。 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社アイエスカンパニー 4030001014802 ＡＬＬＳＡＩＴＡＭＡ産！武蔵野うどんを活用したランチ・テイクアウト進出計画 株式会社エクステンド

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 有限会社内野 4030002093184 蕎麦のテイクアウトとインターネット販売事業 税理士法人みらい

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 シルクロード株式会社 4050001035581 メイドインジャパンのハラール認証オリジナル健康食品の開発と販売 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社Ｚ 4030001130970 ＳＤＧｓに配慮したバル専門店のテイクアウトおよびデリバリー事業の実施 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ＲＡＤＩＸ杉戸 キッチンカーからの挑戦！地域魅力創造プロジェクト始動！ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ツイスト 9030001093338 自社の経営資源を活用したキーステーション日本語教室の展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 比企郡吉見町 牛っぽ 和食料理人が仕掛ける居酒屋から焼き肉店「牛っぽ」への事業転換 青山裕之

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＫＥＹＶＡ 9030001130248 未来の食材、昆虫食を通して新たな食文化の提案 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ジョイプロジェクト 9030001100556 好みの珈琲が誰でも見つけやすい。３０のシチュエーションで選ぶ新しい珈琲生活の提案 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社最上化成 4030002021871 最新射出成形機の導入により生産管理情報システムを再構築し、売上Ｖ字回復を図る 青木信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アーキグラム 4030001015544 女性建築家が提案する、中古団地のモデル化販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＧＯＬＤ 7030001101457 内食需要拡大に伴う本田裕樹監修ジャージャーメンの自動販売機販売事業 廣瀬　陽介

関東 埼玉県 朝霞市 エヌエースタイル コロナ禍でも強い光触媒サービスへの転換と転換による事業再構築 原　知世

関東 埼玉県 川口市 アトリエ　ド・オール コロナ禍での市場ニーズに応える、ブライダルジュエリーへの新規参入と事業拡大 川口商工会議所

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社フジヤ 3030002092831 老舗の信用力を活かした、クロスセリング可能な新サービス開発計画 福島　悠

関東 埼玉県 幸手市 町家カフェ太郎茶屋鎌倉幸手店 上質なわらびもちなど和スイーツ専門のテイクアウト・デリバリー事業 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 八潮市 有限会社三基錬工 1030002047036 半導体周辺事業部品から水素燃料事業関連部品への新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社ゴードー 3030001060095 通販用・テイクアウト用極薄段ボール印刷・加工事業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 入間市 株式会社テクノ 7030001027132 新たにロボットシミュレーションソフトを開発する事業 税理士法人第一経営

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社アクア・メンテナンス 4030001042290 下水道管調査事業への進出計画 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 ＬＡＭＰ 地域初～テイクアウト・ＥＣビジネス複合型焼き肉・精肉店の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社誠フードサービス 4013301018160 日本全国お家で中本 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ＡＬＦＡ 9030001060503 新開発の不動車移動装置の製造販売による業種転換の事業化 埼玉信用組合

関東 埼玉県 八潮市 株式会社岩田工作所 5030001126472 “高齢者向けフィットネスクラブ”がコンセプトのデイサービス事業へ参入 野口　和義

関東 埼玉県 戸田市 株式会社メディカルサルーテ 9030001022255 乳房Ｘ線及び胸部Ⅹ線撮影装置を併用搭載したレントゲン車による巡回健診の必要性 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 富士見市 有限会社ひで蔵 8030002067110 和食割烹　創業１７年の実績とノウハウで新規分野、創作うどんへの新規参入 税理士法人Ｋ．Ａ．Ｏ．

関東 埼玉県 蓮田市 アースプラン株式会社 4011801000068 建設の初め（地盤改良）から終わり（事後整地）まで一貫企業への脱皮 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 狭山市 株式会社エムイーエス 8030001026166 大型車両修理点検工場建設による新サービス提供 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社大附製作所 7030001089973 産業用ロボット部品への設備導入とＩＴＯ構築による新分野展開事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社トクヨシ精機 4030001076355 マグネシウム合金の切削加工態勢の整備による新分野展開 久保田　良則

関東 埼玉県 深谷市 株式会社新井機械製作所 2030001086133 米菓製造機の製造ノウハウをベースに、油煙処理装置の開発販売による他業界への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 川口市 東浜工業株式会社 8030001076285 静音、軽量、含油量０の特徴を有する新ルーツブロワの開発・製造による新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ティーアンドエス 8030001065148 スーツケースメーカーの防災・ペット用品分野国内外ＥＣ展開 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社アートビークルー 1030001073207 バーチャル・スタジオサービスの提供 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 川口市 日型工業株式会社 2030001073197 自動車電動化部品用金型事業への参入計画 魚谷　康行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社川内工業 7030002023378 板金工事ノウハウを生かした建築金物加工・販売事業へ新分野展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 志木市 株式会社リンク 9030001046898 建機及びアタッチメントの修理、改造事業 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 川越市 倉沢建設株式会社 3030001054956 モデルビルを梃に新工法による環境建築を推進し、脱炭素化社会に貢献する事業 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 久喜市 エヌパッケージ 巣ごもり需要に対応した郵送用外箱製品への転換 吉川　峻

関東 埼玉県 吉川市 有限会社サンケイジー 4180002051821 地元無農薬野菜を使った健康弁当とお家焼肉セットのテイクアウト事業 増田　考邦

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社Ｗ 7030001126454 仕事しながらキャンプも楽しめる、宿泊可能なコワーキングスペースの開業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社相澤鉄工所 8030001073480 使用済み金属加工機械に新たな命を吹き込んでアジア市場に展開！ 株式会社岩手銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社とうげ 3030001085737 地元民が愛するソウルフードであるモツ煮の店舗販売とＥＣ販売の実施 埼玉縣信用金庫
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関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 蘇力徳株式会社 5010001162882 夢のラーメン店による、よろず屋事業の販路拡大 浅山　直希

関東 埼玉県 川口市 株式会社かねよし 2030001074402 高精度なタップ加工、成型部品加工、難金属（銅）加工事業へ転換し、金属加工業の地域の高性能なハブとなること 川口商工会議所

関東 埼玉県 八潮市 株式会社松伸 9030001036346 移動設備導入による出張型鉄筋加工サービスへの新分野展開 小久保　和人

関東 埼玉県 三郷市 ネオメディカル株式会社 5030001040830 最先端デジタル技術を活用した医療機器開発モデルによる小柄な骨格患者向けシリコーン人工指関節の開発 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 狭山市 ＳＯＮＩＸ株式会社 1030001026429 自社技術を生かした無人シミュレーションゴルフ練習場への転換 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社こまむぐ 8030001114284 集客型製造工場の開設　及び　カスタムオーダーブランドのたちあげ 川口商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 無垢工房 一人遊びでも子供が育つ木工知育玩具「Ｍｕｋｕ＋（ムクプラス）」の製造・販売 株式会社シンカ

関東 埼玉県 行田市 株式会社昭栄 2030001086892 ＬＰガスを燃料とする「法定」の非常用発電機の製造・販売 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社東和企画 6030001079827 感染症対策と電気自動車市場に対する工場のクリーンルーム化事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 竹内セントラル株式会社 1030001036163 橋梁耐震補強新工法（橋脚の波形鋼板巻き立て工法）展開事業の立ち上げ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 三洋テグス株式会社 5030001010429 草刈用ナイロンコードの高度化を実現する世界初の生産技術の開発 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 1030001028045 高品質低価格な半導体製造装置向け空圧部品等を製造する新分野展開 関　誠

関東 埼玉県 川口市 シナジーエンジニアリング株式会社 3030001105024 需要拡大の自転車用部品製造への事業転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 比企郡小川町 セキネシール工業株式会社 7030001071519 ＥＶ用リチウムイオン電池向け断熱材開発・製造による新分野への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 八潮市 日農化学工業株式会社 9030001036263 天然色素／植物素材を用いた新規乳化粉末の製剤化及び事業化 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社元木製作所 1030001062515 再生可能エネルギー用発電機製造に必要なベアリング製造事業 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ロイヤルエンターテインメント 5030001011864 働く環境の変化に応える、コワーキングスペース事業の新展開計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社磯谷 1011801000376 最新設備と現有ノウハウの融合　超微細半導体部品の受注獲得事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 桶川市 株式会社まじま機工 5030001042232 精密金型分野への進出と円筒研磨の技術確立による新分野への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 ビルド株式会社 4030001117010 車屋が手掛けるオフロードコース付きアウトドア施設事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 新座市 東静工業株式会社 6030001045977 コイル製品の製造工程の再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社菊地機械製作所 1030001074469 ＥＶ時代に対応する加工ロスのない新工法の金属成型機で市場開拓 竹口　隆美

関東 埼玉県 川越市 株式会社メリット 8011401006354 当社の製本技術を活かした、高付加価値印刷物の製本へ挑戦 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社トゥーアット 2030001012171 ＩＴを駆使したインドアゴルフで科学的なスイング分析を身近にする事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 川越市 有限会社筋野 5030002073870 食品原材料の安全性向上に向けた原料選別クリーニング体制の構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 株式会社石井木工 8030001035811 在宅勤務を快適にする、個人向けリモートワーク個室の製造と販売 草加商工会議所

関東 埼玉県 狭山市 Ｙ’Ｓ　ＳＴＯＮＥ株式会社 6030001028924 事業転換「土地付きトレーラーハウス販売事業」 飯能信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 株式会社スリーエス 8030001110267 ゴルフシミュレーターを備えたゴルフカフェバーへの進出 森田　昇

関東 埼玉県 川口市 有限会社ますいいリビングカンパニー 5030002102101 高付加価値の住宅建築で脱炭素事業１００年企業を作る新分野展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 比企郡川島町 有限会社清水製作所 6030002073713 高精度測定技術習得によるＥＶモーター試作品開発プロセスの再構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社Ｖｉｅ　ｈｏｕｓｅ 3030001088285 ドローン技術を活用した寄居町の不動産活性化コンサルティング事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 吉川市 有限会社ボーダック 5030002091831 カーボン３Ｄプリンターによる狭隘空間点検ロボット事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 日榮交通株式会社 4030001006353 遊休地を活用したきくらげ栽培プラントシステムの開発と販売事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 比企郡小川町 株式会社創見 9030001137821 築１００年の廃業旅館をリノベーションし、町おこしの起点を提供する事業 岩本　恭幸

関東 埼玉県 富士見市 株式会社ヒタチ 6030001046942 ＤＬＣコーティング法採用による新分野であるめっき事業への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 田中花園 創業５４年の花卉生産技術を活かしたＳＤＧｓ対応の生産直売場による６次産業化計画 白田　陽介

関東 埼玉県 所沢市 寿司ほそ川 新たな顧客層の獲得と売上拡大を図るための、手巻き寿司と玉子サンドのテイクアウト事業 税理士法人シン中央会計

関東 埼玉県 秩父市 有限会社総合美術 3030002121490 蔵を改装し撮影スタジオを始め、秩父市と骨董市場の活性化を図る 税理士法人朝日会計社

関東 埼玉県 川口市 合同会社浩天 5030003006004 高級食材を惜しげもなく使用する繁盛ラーメン専門店への事業転換 山下　康親

関東 埼玉県 所沢市 合同会社ＬＰエデュケーション 9030003005506 完全オンラインによる外国人労働者向け学習コンテンツの提供 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 行田市 株式会社オープンハウス 6030001087697 宇宙旅行と東アジアの観光拠点へ！宮古島住民が主役の観光まちづくり事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社明成自動車 1030001082125 自動車専門知識を生かしたＥＶ専用キャンプ用品の開発販売とキャンピングカーのレンタルサービス 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 草加市 大地ホーム株式会社 5030001038164 癒しと家族団欒をテーマにした無垢材　夢ハウス住宅、薪ストーブの販売計画 広岡　徹也

関東 埼玉県 さいたま市南区 合同会社ボーダーズ 9011503003356 Ｗｅｂメディア構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 フィットソリューション株式会社 3030001094655 利用者に最適なエクササイズメニューを提供するフィットネスジム展開 亀有信用金庫

関東 埼玉県 入間郡越生町 旭彫刻工業株式会社 7030001069240 精密な樹脂成形と金型設計を活用した不妊医療分野への新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ｏａｓｉｓ　ｐｌｕｓ　ｓｐａ合同会社 3030003016005 内側から健康に！ナチュラルフード（有機野菜・無添加食材）を使った料理を提供するカフェの開設 白川　淳一

関東 埼玉県 八潮市 株式会社オグラ製作所 7011801006707 最新加工設備の導入と自社加工技術の開発による生産体制の転換と新市場参入 亀有信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 協栄金型工業株式会社 7030001002093 金型製造の成長する新分野への事業展開による業績Ｖ字回復の実現 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 サンライズ工業株式会社 7030001064068 ４分管熱交換器の開発で冷凍・冷蔵兼用のショーケースを生産する 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社平成エンタープライズ 5030001048782 観光コンテンツを持つ地方のバス会社等と連携したオープンプラットフォーム化による新分野展開 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 埼玉県 狭山市 西武商事株式会社 3030001026410 自社所有自動販売機によるウィズコロナの買い物ソリューション事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社Ｆｅｓｔ－ｉ＆Ｃｏ　ＪＡＰＡＮ 9030001072977 家族の絆を大切に！育児グッズ販売と非接触写真スタジオの運営 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社日本リメイク 9030001011068 障がい者福祉の社会貢献へ向けたグループホーム事業の新規参入 サン共同税理士法人

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社ＡＺＵＭＡ 9030002079880 既存の営業形態から脱却、新ブランドを立ち上げ高級店へと変革 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 羽生市 株式会社羽鳥製作所 2030001032913 金属加工業における大型製品分野への新規参入による事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 光和ネットサービス株式会社 1010001146121 ＩｏＴ　を活用した高齢者見守りサービス提供による次世代介護モデル事業 水戸　脩平

関東 埼玉県 所沢市 株式会社鶴瀬製作所 2030001106386 ポストコロナに向けて電動式刈払機パーツの新製法・新製品でメーカー化に挑戦 渡邉勝次
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関東 埼玉県 比企郡吉見町 株式会社ＳＴＬ 8030001097100 抗菌力と安全性を兼ね備えた抗菌ボールの開発・製造・販売事業の展開 新井　秀人

関東 埼玉県 狭山市 大星電機株式会社 6030001026440 リモート診断対応ロボット設備のサービスパッケージ開発 川森　毅

関東 埼玉県 川越市 合同会社ＬＩＥＢＥ 3030003007656 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを備える歯科技工所の開設による業種転換 坂入　博

関東 埼玉県 行田市 株式会社栗原 9030001086820 食のサプライチェーンを支える一次容器の製造と流通加工への挑戦 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 川口市 アーキリンクス株式会社 4030001139186 シングルマザー向け子育て総合支援施設（シェアハウス）の運営 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社キタイエ 4030001107671 オンラインで全国の若者へ届ける。非対面キャリア塾 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 行田市 さきたま国際学院株式会社 3030001010224 事業再編による福祉・介護分野に強い日本語学校への転換 行田商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ 5030001132438 築地鮮魚店と連携したＮＥＷスタンダード寿司店と連動したＥＣサイトの２事業でＶ字回復。 税理士法人漆山パートナーズ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ＹＭＣ 8030001054200 幹細胞移植と同等の効果を持つ幹細胞培養上清液の製造・販売によるＶ字回復 本澤　智

関東 埼玉県 上尾市 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 地域共存型の障がい者グループホーム事業への業種転換 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 桶川市 株式会社ユニテックギア 3030001042267 新分野用高品質歯車への生産体制及び歯車サービス提供への再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 飯能市 インタナショナルゼネラルフーズ株式会社 9030001090491 美と健康の両方を追求するトータルケア「パーソナル・ジム」事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社Ｓｕｎｎｙ－Ｆ 9030001124927 飲食店出店に伴う事業計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北本市 日進合成工業株式会社 7030001061825 農機具向けに用いる耐久性に優れたプラスチック製品の量産化 近山　寿博

関東 埼玉県 上尾市 三研光機株式会社 5030001041358 重切削可能なマシニングセンター導入による医療機器分野への参入 中内　善文

関東 埼玉県 戸田市 有限会社エー・シー・サービス 6030002027850 ＷＥＢ通販ＤＩＹユーザーのためのオーダー木材加工及び配送事業 川口信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エイト 8011501016369 ｗｉｔｈコロナで生き残るＦＣキッチンカー全国地域活性化計画 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 関東熱処理株式会社 3030001020132 鉄鋼中間熱処理と金属素材 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社サイトー工業 9030001036008 鉄筋コンクリート工事を支える高強度な建築金物の開発・拡販事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 有限会社丸本 3030002120922 革新的な生産プロセス革新によるヘビースクラップ材の受注獲得事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 有限会社倉持プラスチック 4030002102218 クリーンルームと新設備導入でＣＯ２削減型の新素材容器を製造 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 川口市 サクラスポーツ有限会社 9030002103104 スポーツ文化の支えとなるクラブハウスの運営と地域おこし 株式会社高崎総合コンサルタンツ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社清和工業 1030001019234 建築資材製造業への業態転換のための、第二工場生産体制整備 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 有限会社ウイングクリエーション 4030002091155 規格外野菜を利用したコールドプレスジュースの製造販売 菊池　武広

関東 埼玉県 八潮市 有限会社アベ・インターナショナル 5030002046422 抜き加工の高精度化による化粧品パッケージ製造への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ティーピーディー 1030001011505 居酒屋などの店舗を、武蔵野うどん専門店を商業施設内に開業することで事業転換 辻下　敏夫

関東 埼玉県 白岡市 株式会社エコバンク 3030001031864 梱包結束用バンドの資源循環によるサーキュラーエコノミーの実践 青山裕之

関東 埼玉県 所沢市 株式会社アールキューブ 1030001027922 データセキュリティセンター構築による新データ消去サービスの提供 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エイ・ブレイン 2030001037870 「悠悠スタジオ（仮称）」開業による地域包括ケアシステムへの更なる貢献のための介護事業新分野へのチャレンジ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 志木市 有限会社ミカモ精機 4030002060390 眼科医療における最先端手術用処置具の量産実現による医療機器事業への進出 山地　真吾

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社デルタ・エンタープライズ 7030002009212 １／２サイズの生花輸送用台車は実用新案とＲＦＩＤ対応で低価格 原田　貴史

関東 埼玉県 川口市 株式会社二光製作所 5030001076585 高信頼性溶接と高精度機械加工の融合による鉄道車両事業への参入 角田　光則

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社感謝感激あめあられカンパニー 3030001082395 命や時代をつなげていく地域イノベーションに貢献する焼肉店の新規出店計画 税理士法人アレックスパートナーズ

関東 埼玉県 飯能市 株式会社青木精機 3030002119155 自社の技術を活かした環境機器市場（水素ステーション）への新分野展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 富士見市 株式会社エコロ 1030001030620 フェイクレザーのマテリアルリサイクルによる循環型経済の促進 青山裕之

関東 埼玉県 さいたま市桜区 有限会社村電工 9030002013443 全自動大型コインランドリー新設事業計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 入間市 株式会社モミヤマ 8030001028831 リフォーム工事の適正化を図る低感染リスク型管理システムの開発 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 飯能市 有限会社丸星クリーニング 1030002119850 「最新鋭設備×既存の強みの転用」による新しいコインランドリー事業の展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 ピーエム技研株式会社 6030001011442 ＥＶ空調市場に転換し新部品の売上開拓増大を図る事業再構築計画 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 上尾市 有限会社信濃路 9030002053943 コロナ環境を乗り越える地域に根差したインドアゴルフスク－ル・レンタルスタジオ事業の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 株式会社タカクラベンディング 5030001070687 ステンレス鋼板の特殊加工による新規市場開拓 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 栄和化工株式会社 8030001036545 再生ＰＰフィルムのコーティング加工ライン構築による新分野展開 久德　徹

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社インバックス 6030001056784 ＡＩ技術を用いたソイルセメントの最適配合分析システム開発と導入 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 熊谷市 エイトリー工業株式会社 9030001084485 ブロー成形から新技術の発砲成形に挑戦する新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ＡＣＲＯＳＳ　ＴＨＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ 5030001106177 洋食居酒屋によるカフェ・予約惣菜販売・飲食不動産事業への挑戦 青山裕之

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社アスリコ 4011401018584 ストレッチと薬効石ミネラル温浴で高付加価値リラクゼーションの展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 有限会社苅宿興業 8030002024004 建設発生土（残土）を有効活用した土壌改良と農作物のネット販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社アールオーエヌ 4030001022474 ＩｏＴスポーツマウスガードのブランド構築事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 久喜市 株式会社ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ　ＳＴＹＬＥ 6030001121349 地域密着型レンタルオフィス・サロン事業への新分野展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社佐々木工藝舎 7030001128401 紙製家具への横展開によりＥＣサイト構築でＢｔｏＣ事業への参入 中内　善文

関東 埼玉県 加須市 株式会社キャステック 7030001033080 最新金属３Ｄプリンタの導入によるダイカスト金型部品市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 春日部市 昭和建設株式会社 1030001051088 コロナ対応に向けた業務体制を再構築し、革新的ＩＣＴ施工の実現を図る 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 日新精機株式会社 6030001051348 フェムト秒短波レーザー加工機を活用した開発型企業への転換 税理士法人ジェイエムエス

関東 埼玉県 新座市 株式会社シーアールティー・ワールド 1030001047846 有機＆無農薬にんにくを主体とした　有機野菜の加工品製造＆直売事業　～新ブランド“十和田ナチュローブ” タスキー税理士法人

関東 埼玉県 所沢市 株式会社サンナチュラルズ 8030001024203 「Ｏ．Ｉ．Ｌ　ＬＩＦＥ」カウンセリングアプリ構築 さきがけ税理士法人

関東 埼玉県 鴻巣市 株式会社朝日観光バス 2030001062588 観光業から、地域に根差したスポーツ選手等送迎事業への新規参入 野原　哲夫

関東 埼玉県 深谷市 たつみ印刷株式会社 5030001086411 ＷＥＢを中心としたハイブリッド型の販促を支援するクロスメディア事業への業態転換 深谷商工会議所

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 有限会社川本製作所 1030002085647 半導体製造装置関連部品の製造（新分野展開）のための設備導入計画 青木信用金庫
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関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社石田経営計理 2030001000614 「簡易的な事務作業を行う障がい者の生活介護施設運営事業」への事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ウェイブサイバー 7030001000915 第５世代移動体通信システム（５Ｇ）向け通信用デバイスの製造・販売 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 白岡市 株式会社ファイブ・テック 4030001031046 ドイツ製部品を用いた医療機器用軸受（ベアリング）の製造 インテグリ税理士法人

関東 埼玉県 草加市 全栄物産株式会社 8030001062938 規格外野菜を使った手作り惣菜と乾燥野菜の製造・販売事業 草加商工会議所

関東 千葉県 長生郡白子町 有限会社さぶろや 5040002080362 宿泊業と食品製造業との兼業によるシナジー効果と地域の活性化 関谷　満

関東 千葉県 船橋市 パスエイド 習い事の複合型施設の構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 香取市 南石材株式会社 5040001063871 故人亡き後の新しい暮らしを実現する住宅リフォームで事業再構築 佐原信用金庫

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 たなか寿司 旬の寿司とゴルフを仲間で楽しめる、新たなサービス空間提供事業 房総信用組合

関東 千葉県 野田市 合同会社イング 8040003011033 大型洗浄機を用いた排水管洗浄事業の開始による経営基盤の強化 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 千葉県 市川市 株式会社ｆ’ｂｌｏｏｍ 8040001098980 独立開業とプラスαの経営ノウハウが学べるネイルスクール事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 千葉県 八街市 ロック技研工業株式会社 7040001008032 ５Ｇ通信回路基板等に用いる難接着材への表面改質法ＴＰＳの開発 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 旭市 小久保一椎建築設計事務所 コミュニティラウンジ及び民泊 打越　大輔

関東 千葉県 君津市 有限会社Ｓｔａｙ　Ｄｒｅａｍ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 2040002082163 鶏専門居酒屋が非対面型注文システムを導入し鶏出汁・鶏油を使ったたこ焼き店を立上げ 福永　健二

関東 千葉県 船橋市 株式会社アールリード 5040001110194 こどもとお母さんの心身の健康を一緒にサポートするサービス展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社エス・アイ・シー 1040001016833 広告代理店が「（ウエブ版）オートバイ流通新聞」を開設による新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社アルファ交通バス 6040001062600 運送業の運行管理システム及び観光客向けアプリの開発、販売 福永　健二

関東 千葉県 八街市 ステーキ＆ハンバーグ虎太郎 飲食店経営者がお手頃価格でオリジナル料理のテイクアウト販売 坪井　亮

関東 千葉県 市川市 株式会社ほくしん 4040001030303 清掃業務を受託できない事業者への清掃用品と清掃ノウハウの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 Ａｒｔ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ ヘッドスパ・フェイシャルエステと美容機器を導入してリラクゼーション・訪問美容を新展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社リアライズジャパン 5040001055431 パン製造　小売業に参入　、独自の販売網と既存飲食店とのシナジー効果 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ストールマネジメント 7040001013552 駅前立地を生かした飲食店から地元産飲食料品小売業への業種転換 宇都宮商工会議所

関東 千葉県 袖ケ浦市 有限会社スズヒロ 1040002100883 ファストフード店への事業転換による、アフターコロナに向けたＶ字回復 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社寿香 1040001045898 ドミナント展開による高級熟成食パンの製造販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 薬膳火鍋九里香 薬膳火鍋およびマーラータンのテイクアウト・デリバリー事業の構築 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 千葉県 船橋市 株式会社アポロ堂 4040001086709 コロナ禍でテレワークの需要が高まる中、リユース可能な中古パソコンの買取・再販売。 船橋商工会議所

関東 千葉県 印西市 合同会社原商店 1040003009315 鉄スクラップ卸売業から中古建機卸販売業への事業再構築計画 横山　和志

関東 千葉県 長生郡長生村 にこにこ本舗株式会社 7040001073489 ＩＯＴで無人チェックイン！農業体験が楽しい車いす対応の宿泊所 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 株式会社東陽パッケージ 1040001039958 ハニカム構造のセキソー段ボール素材を材料とした自動車用塗装治具の製作販売 村上　康夫

関東 千葉県 木更津市 ギャザー 移動販売で培った強みを活かした飲食店事業への思い切った転身への挑戦 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ｍｏｓｈ 4040001034667 テイクアウト＆デリバリーのハンバーガー専門店等でＶ字回復！ 根本　義之

関東 千葉県 印西市 有限会社松山商事 1040002057901 冷凍肉料理の自動販売機事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 有限会社ハマダヤ食器 9040002067488 レンタルスペースワーキングスペースでわくわくスモールビジネス 木更津商工会議所

関東 千葉県 船橋市 有限会社スタジオダリ 2040002023051 展示施設のディプレイ製品製造の新分野展開による新市場開拓 城北信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社ＳｔｙｌｅＵｐ 9040003010892 スムージーとスープを中心としたカップドリンク販売 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 大網白里市 株式会社サクセス 4040001107530 地域密着型リフォーム事業で培ったノウハウで高級食パン事業へ参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 合同会社ジーオーピー 8040003006743 ステップファミリー向けトータルサポート事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 市川市 株式会社レゾナント・コミュニケーション 8011001044647 映像ビジネスにおける受託から発信型への事業転換および１ストップ化による隙間ビジネスの構築 市川商工会議所

関東 千葉県 銚子市 株式会社野中建設 6040001099171 養生足場事業から希少な犬種に特化したブリーダー業へ新分野展開 銚子商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社エーアイ測量設計 6040001107405 ３Ｄレーザースキャナー導入によるＢＩＭ／ＣＩＭサポートの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 佐藤貴浩 シニアを対象にしたヘアーカラーとネイルサービスの融合店舗の展開 奥田　千栄

関東 千葉県 香取郡東庄町 株式会社山崎製作所 4040001064301 成長性の高い免振部品の製造事業参入による売上拡大と生産性向上 銚子信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社並木商事 3040001100065 キッチンカーによる移動式テイクアウト販売事業への新分野展開 井上大輔

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社アークス 2040002000067 クリーン環境を強みに放課後デイサービス事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 千葉県 流山市 Ｔｒｉｃｋ　Ｒａｃｋ　Ｆｉｌｍ 映像制作技術を活用した企業成長を助けるＹｏｕｔｕｂｅコンサルティングの展開 柏商工会議所

関東 千葉県 勝浦市 株式会社桂プランニング 1040001075029 多様化するワーケーションに向けて新規プライベートキャンプ施設開設 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 ギャラリー林檎の木ａｎｄＲ 日本の生活工芸品を世界のファンに届けるための魅せる販売ルート構築 瀬戸川　加代

関東 千葉県 市川市 株式会社マウントフジミュージック 6040001109681 音楽・リラクゼーションで、心・身体の健康を応援する企業へ転換 市川商工会議所

関東 千葉県 市川市 グリーンアップフォーム株式会社 7040001109078 「住宅診断サービス」のボランタリーチェーン構築による全国展開 市川商工会議所

関東 千葉県 いすみ市 株式会社ブラウニー 3011001059427 いすみ市でラグジュアリーブランドの魅力を引き出すデジタルマガジン創刊 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社エンクール 6040001104022 コロナ禍とアフターコロナの市場に対応できる冷凍全粒粉パンの開発により、新たな業態への販路拡大と既存事業の売上拡大を目指す 延島　隆裕

関東 千葉県 松戸市 有限会社イージャズ 4040002050457 ジャズ普及コンテンツ制作事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社スライヴカンパニー 2040001079656 大衆性を追求した新コンセプトの餃子居酒屋への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 貴瑞株式会社 3011001127992 レビュー付き店舗・事務所等専用の不動産検索サイトの運営事業 鈴木　正子

関東 千葉県 茂原市 さとう歯科医院 歯科医療業でのノウハウを活かしたデンタルエステ事業への新展開 中村　俊一

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 髪樽ヘアーワークス 理容店が行う「レンタルピット」サービスの係る新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 ノゾミ株式会社 2040001106014 整体院とパーソナルトレーニングのハイブリッドサロンの開発 武石　光弘

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＹＵＭＥ工房 2040001111179 アニメやゲームのファン向けコミュニティサイト運営サービス事業 税理士法人熊代事務所

関東 千葉県 柏市 有限会社パーラーナルシマ 3040002091089 「レトロ」×「最先端」を提供する老舗喫茶店 税理士法人みらい



12 / 54 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【関東ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

関東 千葉県 市川市 司法書士法人アクシス 1040005004743 公務員ＯＢをターゲットとした開業サポートとネットワークの構築 アクシスコンサルタンツ株式会社

関東 千葉県 千葉市花見川区 Ｕ－Ｇａｒａｇｅ トータルケアを一つの店舗で行える脱毛・美容・鍼・整体サロン 千葉商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社サンユウテクノ 6040001021944 汚れず簡単　ワンタッチグリーストラップ清掃ツール開発計画 税理士法人Ｆａｃｅ会計

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ケンズ 5040001100682 コロナ禍の市場ニーズに応える飲食業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 千葉県 君津市 株式会社鈴木工業 3040001051936 高齢化社会に向けリハビリデイ事業参入及びリフォーム事業の強化 福永　健二

関東 千葉県 銚子市 有限会社フカサク 4040002085932 サメ正肉を活用したペット用ジャーキーの製造・販売事業 銚子商工信用組合

関東 千葉県 佐倉市 株式会社タテノ 1040001056771 医療分野に向けたデジタルＭＣ技術による金属加工の高度化事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社与助丸商店 6040002100020 輸出向け煮アワビ、アワビの寿司ネタの製造・販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 ＳＯＭＥＸ測量株式会社 7040001072177 障がい者グループホームによる事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 香取郡神崎町 Ｊｕｎｋ＆Ｃｏ株式会社 4040001111672 ＩｏＴによる効率化で、ベトナムで古紙卸売から資源回収事業へ挑戦 株式会社りそな銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社ＤＹＮＡ 1040002068989 仮設構造物の施工管理ソフト「ＰＲＯＴＢ」で建設現場のＤＸ推進 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印西市 株式会社ベストエスコート 9040001045296 観光バス事業の強みを活かした差別化でレッカーサービス業への新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社小山田商店 9040002086760 廃棄する落花生を活用したピーナッツペースト等加工製品の製造販売 佐原信用金庫

関東 千葉県 八千代市 株式会社秋葉牧場 5040001021375 動物福祉に基づいたうさぎの繁殖と屋内ふれあいサービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＮＥＭＯＴＯ一級建築士事務所 1040001119999 「香取杉」の台風倒木等を活用した、建材・家具製造販売事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 流山市 株式会社ジオグリフ 6040001091921 教育ＤＸを支えるＩＴツールサービス企業への移行 流山商工会議所

関東 千葉県 流山市 株式会社トップライン 2040001039742 運送業が行う大型トラック特化のデジタル化を活用したタイヤ交換事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ダイニチ工業株式会社 9040001017873 国内初の長穴複合加工機を導入して化学プラント向け高圧管市場に参入 株式会社きらぼし銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社コモン・ディー 9040002014110 美容室とイメージコンサルテイングを掛け算したトータルビューティー事業 大竹　貴司

関東 千葉県 いすみ市 合同会社大谷荘 5040003015037 オーダーメイドのトレーラーハウスを活用したグランピング事業 野木　　亮介

関東 千葉県 鴨川市 食事処しばやま 飲食店としての実績を活かした１組限定の宿泊施設開設計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富里市 有限会社石澤モータース 7040002055998 高齢化社会でニーズが顕在化している福祉車両とセニアカー事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 株式会社ＥＳＬ研究所 7040001080816 ドライビングシミュレーションを用いた教育で業種転換をする取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社フジタエアーポートサービス 4040001044138 外国人技能実習生の入国後法定講習受入事業 税理士法人ＢＡＭＣ

関東 千葉県 浦安市 株式会社イイヅカサカエ 3040001029230 コロナ禍における地域の新たなコミュニティ創造を目的としたコワーキングスペース事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 匝瑳市 ヤマニ水産株式会社 2040001061300 急速冷凍技術を活用した一般消費者向け『海鮮プチ贅沢食』の製造 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社アクティブ・ツアーズ 6040001048954 小規模グループの長距離・高齢者の移動ニーズに対応したハイヤー事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｅプラン 3040001020214 産業用洗浄剤生成器を家庭用に展開する事による企業体力の強化 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社ゼウス 3040001049988 本州初！北海道厚岸町産エゾシカの枝肉の首都圏流通「狩猟肉卸事業」 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 旭市 有限会社宇野澤鉄工 4040002084273 半導体関連製品の量産化に向けたロボットシステムの導入 近山　寿博

関東 千葉県 浦安市 株式会社ウラタ 1040001029298 浅草ホテル事業計画 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社関鉄工所 3040001003722 コンプレッサーの重要部品である羽根車の革新的製造方法の導入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 株式会社ライフラインクリエイター 7040001022009 土木工事とのシナジーを生かせる砕石販売・建設発生土受入業務の展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 八街市 株式会社ナチュラル・ハーモニー 7010901023158 ＳＤＧｓを生活レベルで実現する！自然と調和する生活様式のＷｅｂ提案事業 城南信用金庫

関東 千葉県 銚子市 稲荷鐵工株式会社 5040001063070 再生可能エネルギー導入時代に対応した生産体制構築事業 銚子信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社山商 5040001018974 地元千葉・船橋市の食材をＰＲ！ＩＴ活用での焼き肉事業へ新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 ＦｉｒｓｔＳｔｅｐ合同会社 9040003014092 ベトナムと日本の越境人材紹介プラットフォーム構築事業 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 館山市 アイデン株式会社 6110001030129 キノコ×福祉、工場生産による障害者を雇用する就労継続支援事業への転換 西河　豊

関東 千葉県 袖ケ浦市 日本緑化株式会社 9040001051179 地元農家（特に高齢農家）と地域住民をつなぐ農産物直売所の新設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 株式会社テラスカンパニー 2011001102419 焼肉の日常化に向けた「専用ロースターによる一人焼肉店」の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 有限会社アチーブメント 6040002088545 バーチャルレストランと福祉施設向け配食サービスの厨房拠点設立 須永　達也

関東 千葉県 千葉市中央区 空間情報サービス株式会社 2040001000522 グリーンレーザーによる革新的な測量システムの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社ヤタガイ 4040002098224 家族らしい最後の時間を過ごすための提案と実現させる葬送事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 君津市 株式会社富分 6040001051280 千葉内房の地産地消に新風！Ａ５ランク和牛料理店＆特産品も販売 館山信用金庫

関東 千葉県 野田市 株式会社エスディー 2040001071877 アニマルセラピーを取り入れた障がい者グループホーム事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社井上芳郎美容室 8040001065205 柏市の愛犬家があつまり従業員の雇用を守る柏ドッグラン事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 自家製手打ち麺粋や ラーメン行列店が始める「ラーメンＯＤＭセントラルキッチン」事業 大竹　貴司

関東 千葉県 勝浦市 関水産有限会社 7040002102296 勝浦漁港で水揚げされる海産物を用いた水産物加工への進出 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 新生水産株式会社 8030001093116 鮪を長期保存可能にして水産物輸出拡大とＳＤＧｓを実現する事業 東　俊道

関東 千葉県 松戸市 有限会社サンメイマシニング工業 4040002046100 マシニングセンター導入による半導体製造装置用部品、鉄道用部材参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＢＮＣ 2010001141947 旧車カスタムカーの制作販売による売上拡大 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社川忠 1040002100272 ペット同伴も可能な貸別荘およびテラス付き開放型カフェ事業への進出 福永　健二

関東 千葉県 香取市 鈴木鉄工所 重量鉄骨事業（大型農家倉庫や工場ラインフレーム建設）への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 館山市 有限会社館山旅館 8040002101388 非接触型宿泊サービス提供によるスポーツワーケーション市場への挑戦 経営創研株式会社

関東 千葉県 松戸市 ｓａｋｕｒａ　ｆｉｔｎｅｓｓ株式会社 7040001106141 ポストコロナ需要に即したパーソナルトレーニングジムへの業態転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 山武市 株式会社花縞 2040001085349 ドローンを用いた各種サービス提供の開始 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社ふるさとファーム 2040001100768 持続可能な循環型農業による家族オーナー制度と足湯オープンカフェ 館山信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社小林クリーニング店 1040002100033 地域に笑顔を。毎日が洗濯日和。複合型有人コインランドリー展開 千葉県商工会連合会
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関東 千葉県 松戸市 特定非営利活動法人誠心会 3040005005665 完全個室型グループホーム事業による児童施設退去者への支援 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 千葉市花見川区 吉山プラスチツク工業株式会社 2040001007848 自動化・省人化を促進した生産ラインによる新分野展開 近山　寿博

関東 千葉県 成田市 株式会社ＹＡＳＡＩ　ＳＴＹＬＥ 1040001102856 飲食店メニューの多角展開を実現する食品製造業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ジン・プロダクトライン 1040001016478 非常用発電機の電気・機械点検に液体化学分析を加えた新事業展開 米山　憲一

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社アグメディカル 4040001011484 縮小を続ける獣医療業から国内最大規模のペットホテル運営事業への転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＫＯＮＮＯＰＲＯ 8040001015143 半導体製造装置の回転翼の製造 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 茂原市 有限会社石田水道工事店 8040002080756 下水管維持管理サービスの新規事業化による地域の安全・安心向上 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 千葉県 富里市 株式会社成田国際学院 3040001101402 全人類が食せるハラルらーめん事業と、日本語学校事業への相乗効果 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社せいよう 8040001072507 障害者グループホームによる事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 銚子市 チョウシ・チアーズ株式会社 1040001105900 銚子の魅力を詰め込んだ地産クラフトビールの自社製造事業 アンパサンド税理士法人

関東 千葉県 富里市 優々ケアサポート株式会社 5040001103289 バンジートレーニングにより健康的な生活に繋げる多世代フィットネスジム事業 横畑　靖明

関東 千葉県 山武市 株式会社彩巧社 9040001058546 ペットと泊まれるホテルにリニューアル。滞在型宿泊リゾートへ大胆に転換 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 木更津市 株式会社秀英クリエイト 9040001080533 山湖の観光を通して地元主婦のコミュニティを活性化させる観光拠点の整備事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 サーフユナイテッド株式会社 2040001075325 ３密を回避した『いすみリバーサイドレンタルコテージ計画』 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 千葉県 八街市 株式会社ＳＫＩ 1040001087115 外壁工事会社のシーリング内製化を支援するパッケージソリューション提供事業 岩崎　充博

関東 千葉県 館山市 若松 割烹料亭から地域資源を生かしたオートキャンプ場へのシフト 下地　貴之

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ウォーター 7040001024608 日本初！ゴルフシュミレータ併設型イタリアンレストランの展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 松戸市 株式会社太田製作所 7040001040968 最新型ベンダー導入による農業用照明の反射笠への進出 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 有限会社原田豆腐店 9040002062893 コロナ禍を乗切るＳＤＧｓな環境保全型差別化豆腐による新分野事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社ＺＥＲＯ 9040001046484 コンクリート破砕機を導入し、再生砕石の製造及び販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取郡神崎町 萱田運送有限会社 2040002087468 地域農産物・保管・熟成・輸送に寄与する物流事業 銚子商工信用組合

関東 千葉県 野田市 株式会社倉持鉄工 6040001095765 中小企業のリサイクルプラントに特化した中型小型金属製品の製造 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ネクストワンジャパン 6011301017255 高品質の洋食冷凍食品を軸とした、消費者ニーズにダイレクトに応える“最終商品”メーカーに向けた事業計画 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社サイベックス 4040002016961 オリジナル雑貨品の小ロット受注を実現するクラウド型３Ｄ入稿システムの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 千葉県 市川市 株式会社サンドライブ 8030001040290 炭焼きハンバーグ事業の新規展開による事業再構築計画 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 鴨川市 株式会社三水ホテル 3040001074276 鴨川市の持続可能な観光地を実現するためのワーケーション事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 ランドステージ株式会社 5040001013612 コロナ過に負けない「健康住宅」リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

関東 千葉県 習志野市 サカキ産業株式会社 6040001014469 金属加工技術の大型化を伴う多機能展開による産業機器事業への進出 山地　真吾

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社アルイトコー 3040001102400 「美骨整復」ブランドを活用した健康用品のライブコマース販売 株式会社ビズグランツ

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ナピネス 6040001010897 自社運営で新たな取り組み、カフェ＆レストランとパン教室事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ウェル 8040001106966 「ｗｉｔｈコロナモデル－次世代型ハイブリッド２４時間フィットネスクラブ」 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 南房総市 株式会社Ｊ１ 3040001074516 健康増進のためのヘルスツーリズム客向け貸別荘と館山の未開拓観光スポットツアーの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 合同会社一志創伝 9040003010835 まぐろと和牛の店。完全個室のからだに優しい懐石料理風焼肉店 髙橋　創

関東 千葉県 松戸市 株式会社新松戸造園 6040001035713 液体急速冷凍技術による完熟国産鰐梨（アボカド）の加工・販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 フェノバンス合同会社 5020003010725 老化予防や再生医療研究等に有用なマウスの運動機能解析サービスの事業化 和喜田　勤

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社グローフィールド 3040001014133 サッカークラブチームによるフットサルコートの運営 税理士法人木下会計事務所

関東 千葉県 野田市 ゼンキ工業株式会社 4011401003504 再エネ需要を捉えた太陽光パネルリサイクルプラント事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社ありがとう 3040001068674 チョコレートあられ創設事業 株式会社筑波銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社Ｆ’ｓ　ＪＡＰＡＮ 4011701019563 ２４時間営業の大型フィットネスジムの運営 税理士法人イーグル

関東 千葉県 習志野市 ヘルメス株式会社 6040001098058 顧客動画の顔・音声をＡＩが作成したコンテンツに変更するＷｅｂサービスの展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 市川市 エスティ株式会社 2040001104018 ワーケーション・リモートワーク拠点『ＦＬＥＸＷＯＲＫ』の展開 株式会社北洋銀行

関東 千葉県 富津市 株式会社新栄プラント 1040001052548 地域初のペット可サービス付き高齢者向け住宅の運営、介護業界への進出 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社マスミフードサービス 5040001016029 ドミナント型のセントラルキッチンを構築しＢｔｏＢへの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社龍虎 6011701017961 食卓よし！飲食店よし！牧場よし！の鮮度抜群牛肉のＩｏＴ化計画 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 港区 株式会社エニタイムズ 2011001094838 【ＡＮＹＴＩＭＥＳ】ＯＥＭライセンス事業 ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 江戸川区 税所技建株式会社 6011701003193 土木工事業から地質調査事業への進出 東栄信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＤＬ　ＣＨＡＳＥ　ｊＡＰＡＮ 2030001103169 最先端の人工知能によって分析された脳波計測データを活用したヘルスケアアプリの開発・運用 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ランドマーク 8010901014115 不動産・建設業界の更なる業務効率向上のサポートに向けたＩＴ投資 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＵＧＥＮＵＰ 1011101062480 クリエイティブ人材の在宅アウトソーシングで雇用創出・利益拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アークエッジ・スペース 1010001193527 複数の独自人工衛星による衛星利用クラウド・サービスの立上げ 公益財団法人ふくい産業支援センター

関東 東京都 豊島区 株式会社ステージ 3013301015869 タイムマシン的ハイブリッドイベントの開発とその実施に向けた一貫体制の構築 城北信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社おすすめ屋 6011001112100 飲食店向けＳａａＳ　ＱＲコードオーダープラットフォーム 村田　良一

関東 東京都 文京区 株式会社ディスコ 9010001102075 Ⓐ：留学生等就活イベントのオンライン化投資、Ⓑ：大学内イベント等オンライン化投資 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社わたしのお教室 8011001103865 革新的なＩＴ技術による競争優位性の高いオンラインレッスン事業（サブスク型動画販売、動画遠隔診断、ＡＩマッチング）への転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 品川区 株式会社ＣＨＥＴ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 6011001070018 アーティストと企業を結ぶＷｅｂプラットフォームの開発と新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 目黒区 株式会社アキエス 7013201016724 セントラルキッチン事業から、コロナ禍でも収益性ある飲食ブランドへの転換 中谷　健太

関東 東京都 中野区 株式会社ＳＳ　ＭＩＹＵＫＩ　ｓｔｕｄｉｏ 6011201005327 越境ＥＣ・移動クラフト業の新設により、攻めのビジネスに変革。 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社トゥー・ファイヴ・ワン 5010902010520 Ｃｅｐｔ　Ａｒｃｈｉｖｅｓ　＆　Ｓｔｕｄｉｏ 中村　浩之
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関東 東京都 世田谷区 有限会社トランスゲート 8010902026084 特許被服補修方法を活用した被服修理代理店事業 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＬＬＥＮＴ 9010701036696 神戸で起業する若者をサポートするレンタルオフィスのへの新分野展開 小松　剛志

関東 東京都 世田谷区 有限会社スタンダ 3010902008426 自社ブランドの創設と越境ＥＣによるアメリカ市場への挑戦 株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 荒川区 株式会社ｍｉｍｏｓａ 1011501022431 共存社会実現へ、心のケアと言語支援による障がい児自立支援事業 岡本　崇志

関東 東京都 立川市 株式会社コスモテック 6012801000485 フルカラー化した肌用転写シールの小ロット・オンデマンド生産方式の実現 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 中野区 ブレーメンの音楽隊 コロナ禍に対応する「フォトウェディング」事業の新規展開と未来計画 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社映像工房隗 6011001032356 動画制作配信サービスとライブ配信事業 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 ＮＨＳ株式会社 9010001107702 金属アレルギー対応アクセサリー専門のＥＣサイトでの販売事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ジヤニス 5010001046937 自社ブランドとリペア事業の立ち上げによる百貨店依存からの脱却 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 台東区 株式会社増田 9010501012162 革の町の老舗が発信する端材活用レザークラフトへの新分野展開 小林　直人

関東 東京都 葛飾区 株式会社リキフーヅ 5011801005264 豚肉で生産者の想いを消費者へつなぐ架け橋となりコロナに克つ！ 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 ベアーズコーヒージャパン株式会社 9011101067423 店舗からお客様のもとへ！本物のハワイ名店の味をキッチンカーで！ 金城　一也

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｖｉ　Ｌｉｇｈｔ 4013301038803 家族で行けるくつろぎのカフェスペース付リラクゼーションサロン 瑛智税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社マジコ 9010901028725 インフルエンサーを広告塔にした非接触型の衣服リユース店舗運営 松山　亮樹

関東 東京都 渋谷区 みやび株式会社 8010401051600 「貸衣裳」×「専門式場のサービス」×「神社」で創るフォトウエディング事業「ＭａｒｒｉｃＨ（マリッチ）」 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 練馬区 有限会社栄光商会 1011602001400 感染対策を強化した新商品（クレープ）の製造販売への進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社オリエンタルシナジー 6010101009611 専門治療院の開設による「働く女性」と「外反母趾に悩む患者様」への最適治療サービスの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 有限会社東京北浜 2010002026825 横浜駅前で展開する飲食もできる和テイストなワークスペースへの業態転換の事業計画書 松山　里果

関東 東京都 八王子市 株式会社Ｌｕａｎａ 5010101009117 非接触型最新方式機器による痩身エステで未開拓市場へ進出 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 介護食市場をターゲットにした新商品「有機ＪＡＳ認証のフリーズドライ雑炊」 猪口　建太朗

関東 東京都 中央区 有限会社ＤＳＢ 1010402021798 飲食人の飲食人による飲食人の為のセカンドキャリア創生プロジェクト 新村　中

関東 東京都 港区 エイトネス株式会社 9010401126731 アニマルセラピー効果を持つ保護猫カフェ就労支援施設への業種転換 嶋津幸男

関東 東京都 西東京市 カンパーナ 地域の食卓を豊かにする惣菜料理店事業への業種転換 市川　信之

関東 東京都 足立区 旬菜旬魚よねやま テイクアウト・デリバリー併設型の寿司店の新規出店による既存店舗との相乗効果実現 小林　直人

関東 東京都 杉並区 有限会社ヘヴィーシックレーベル 3011002019941 新分野展開としてのオリジナル楽器製作、録音サービスおよびオリジナル自転車製作事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社三好屋食品工業 1010601007144 下町の老舗ベーカリーが挑戦する病院食向け高付加価値パンの安定製造 株式会社ネクシオ

関東 東京都 渋谷区 有限会社ウフ 1011002023607 キャトル新商品販売及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規販売設備等導入計画 林原　均

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｃａｔｃｈ　Ｂａｌｌ 2011101079466 焼肉店をターゲットとしたラム肉卸売業の展開によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 原末石鹸株式会社 4290001070480 セルフエステ機器Ｇ－ＺＥＲＯコイルフェイシャルマスクで海外進出 瑛智税理士法人

関東 東京都 調布市 株式会社ＭＮＨ 4012401017650 玄米だけでつくるコーヒー代替飲料の製造小売業への発展 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社キャトル 3013202002074 キャトル新商品製造及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規製造設備等導入計画 林原　均

関東 東京都 中央区 株式会社ランティエ 4011001065787 デザイン公募型のファクトリーブランドを自社ＥＣサイトにて受注販売 税理士法人イータックス

関東 東京都 練馬区 株式会社ライブエンタープライズ 2011101056044 ママリプ　Ｍａｍａｒｅｐ 戸塚　成樹

関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＵＤ 5011301021893 塗装工事業者が挑戦する世界に「ひとつだけの色」調色サービス 株式会社コンサラート

関東 東京都 豊島区 株式会社キング 5013301003302 洋服のお直しＥＣサイトの開設 山本　正明

関東 東京都 世田谷区 ＡｔｈＲｅｅｂｏ株式会社 6010901044386 元アスリートの最強営業部隊育成事業「リベンジャーズ」 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ディアマントプロモーション 6011101080560 強みを活かしたオンラインスクール開講およびオンライン映像制作 赤城　正孝

関東 東京都 世田谷区 株式会社カフーツ 5010901014968 既存顧客を活用した、ギフト・プレゼントに特化した新規ＥＣサイトの立ち上げ 城南信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社フォーボイス 9012301011559 楽曲作成、ＭＶ作成、動画配信を一気に行う新しい音楽教室の開校 岩瀬　学

関東 東京都 港区 Ｃｙｂｅｒｓ株式会社 1010401144939 クラウド経営リスク診断リリースによるオンライン顧問サービス・動画コンテンツ配信事業 税理士法人リライアンス

関東 東京都 千代田区 株式会社クラウドパートナーズ 5010001182294 バックオフィス職における自分らしい自由な働き方を応援する総合人材システムの開発・運用 村井　隆紘

関東 東京都 町田市 株式会社エスペニア 5012301000417 婦人服小売業から基礎化粧品中心の化粧品小売業への新分野展開 上薗　朗

関東 東京都 世田谷区 株式会社かみ屋 6010901019883 伝統的製法を採用した日本画用紙の一貫生産体制の構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社ナカノＦ 7011201013766 キッチン付きパーティスペースからダンススタジオへの業態転換 青葉総合税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＯＮＫ 3011201014826 運転代行事業（りんの代行） 小崎　享

関東 東京都 港区 株式会社アデュール 2010401094968 講師によるコーチング機能を備えたオンライン英会話サービス アンパサンド税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社アイガー産業 8010801017317 「介護用浴槽を兼務したベッド」で新分野の事業化に挑戦 Ｎｏ．１税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラライフ 6011001110822 派遣事業と配達弁当事業を兼ねた新分野展開による事業再構築について 中村正

関東 東京都 立川市 株式会社ロッソ 6012802007133 パスタ専門店のパスタキットの製造販売事業への新分野展開 荒井　幸之助

関東 東京都 中央区 株式会社フードリンクグループ 6010401076285 「外食企業と飲食メーカーとをつなぐビジネスマッチング」事業 若杉　拓弥

関東 東京都 江東区 有限会社　アトミックハート 8010602028620 ２４時間無人型インドアゴルフ練習場 尾上　正典

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＭＥＤＩＫＬＥＣＴ 5011801036367 薬剤師のＩＴエンジニアスクールと副業促進 松﨑　美和

関東 東京都 中央区 有限会社躍金楼 7010002026069 １５０年続く割烹料亭のお取り寄せ 昭和信用金庫

関東 東京都 小笠原村 ボニンエアー 世界自然遺産小笠原の新たな魅力をパラセールで開拓 東京都商工会連合会

関東 東京都 墨田区 ファイブリング株式会社 5011001093985 壺焼き芋製造販売事業 寒竹　淳

関東 東京都 狛江市 株式会社トキ 8012401009207 ドローンによる点検・測量事業、操縦士育成事業と周辺事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 練馬区 ＦＣ株式会社 6011601023606 ＷＥＢサービス「Ｙｏｕ助」開発事業 茨城県商工会連合会
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関東 東京都 昭島市 合同会社もりもと 5012803001615 和文化市場における事業者と顧客のマッチングサービス「和のコンシェルジュ」 青梅信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＨＣ 8010101008438 非接触型２４時間無人販売所・惣菜製造業を始める 税理士法人けやき

関東 東京都 目黒区 株式会社アロハエージェント 7010401057557 パーソナルビジネススクール運営業への業種転換 世田谷信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｂｉｓｔｒｏｔ　Ｎｏｂｕ 焼き菓子・サンドウィッチの商品開発とテイクアウト事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社ボンズ企画 5010002041400 文書電子化からクラウド保管・溶解までの一元管理事業の創設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社トサケン 1012401023313 新規飲食事業カフェダイニングにおける既存事業踏まえたバリューＵＰ計画 岡田　愼一

関東 東京都 中央区 株式会社ソーナ 8010001144085 デリバリー体制構築、１．５次会店舗への展開 ＢＳＰ税理士法人

関東 東京都 港区 Ａパーセント株式会社 5010401138607 映像・音声・文字情報制作分野のサービス業で、新たな格安配信スタジオの事業化。 松永　しのぶ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グラントシー 2011301022606 子育てママ＆企業のテレワーク専用マッチングサイトシステム構築事業 株式会社キクチカラ

関東 東京都 北区 株式会社ポールスターコミュニケーションズ 9011501022705 オンラインを活用したセミナー／コンサルティング事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ラトレイユ 4010001157776 宝石の国、山梨の道の駅にて自動販売機で“宝石ペン”販売事業 福島宏和

関東 東京都 足立区 株式会社永井製作所 9011801010632 自販機での販売に最適化したプラスチック商品ケースの製造販売事業への新分野展開。 バリューフォース合同会社

関東 東京都 新宿区 株式会社千野 8011101012883 株式会社千野事業計画・　ビーチサイド音楽館改修計画 琉子　敬仁

関東 東京都 練馬区 合同会社ＯＮＥポイント 4011603002964 Ｖ－ｔｕｂｅｒを活用した映像・音声制作事業 菊池　友義

関東 東京都 武蔵野市 株式会社エスプリ・ゴルフ 7010401083462 Ｅｓｐｒｉｔ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ　ｌａｕｎｃｈ　ｐｌａｎ 飯塚　真司

関東 東京都 杉並区 株式会社ＰＡＭＡクリエイティヴ 6011301024292 動画を中心としたマーケティング・コンテンツ制作へシフト、エンタテインメントを織り込んだライブコマースプラットフォーム開発 西京信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ルーセントデザイン 5290001059820 プリズム光学樹脂による独自プロダクトの開発・製造・販売の新規事業化 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社カインドウエア 6010001034676 「オーダースーツＥＣサイト」構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＧＳ 6011801035995 「健康茶」のネット販売！－おうち時間にぴったりなお茶の提供－ ＡＢＣ税理士法人

関東 東京都 目黒区 ｔｓｕｋａｏ 新時代のハウススタジオ運営とプロの協働による非日常体験撮影会 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社カラーポイント 5010902017350 ニューノーマルで増々需要が見込まれるイメージカラーリモートサービス事業を開始 東京商工会議所

関東 東京都 港区 江夏画廊株式会社 2010001132888 画廊業界初機能を搭載した顧客に寄り添ったＥＣ販売での業態転換計画 大野　秀樹

関東 東京都 江東区 ナビゲーションロジスティクス株式会社 2020001119991 ＢｔｏＣ向け宅配サービスへの参入				 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社丸正飯塚 9011101020308 創業１００年の目利きを活かしたフルーツサンド市場への業種転換 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 東村山市 美容矯正サロンサキア マスクを取った時に白い歯で笑顔になれるお手伝いができるサロンへ。 浅山　直希

関東 東京都 渋谷区 アール・イー・アイ株式会社 1011001000631 案内サイン等管理システムの構築とその管理業務 税理士法人落合青山会計事務所

関東 東京都 千代田区 アットハース株式会社 4010001170886 外国人向け生活サポートサービスのＤＸ化による新たな価値の創出 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社メンテック 1011001111271 建築業の強みを活かしたキッチンカー事業への参入、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 調布市 ＲＥＭＩＴＥ　ＳＥＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1012401015302 刺しゅうとフォト事業で新顧客層へのアプローチと付加価値アップ 多摩信用金庫

関東 東京都 青梅市 武藤治作酒店 青梅の農産物を活用したクラフトビール製造・販売事業への挑戦 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 目黒区 有限会社マイ・トゥエンティーフォー・セブン 6013302021442 自社ＥＣサイトにてＳＮＳ発信を活用した古着商品の小売販売 高木　賢二

関東 東京都 港区 ａｄ　ａｘｉａ合同会社 4010403011102 インバウンド民泊から富裕層ファミリー向け個室貸切型フィットネスジムへ 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 大田区 株式会社慎力 8010801027794 ドローンやＶＲ使用による体験型モデルルームの構築 浅山　直希

関東 東京都 渋谷区 エクステ市場 顧客の自粛疲れを解消するリラクゼーションヘッドスパ事業の転換 金﨑　卓也

関東 東京都 世田谷区 エルエスピーコーチング オンライン反転授業型＿コーチングスクールの運営 盛澤陽一郎

関東 東京都 港区 有限会社ＲＥＧＡＬＯ　ＳＴＹＬＥ 4010402032801 エステサロン＋アプリで在宅でもスリムに！男性向け痩身サービス 株式会社クロスタウン

関東 東京都 品川区 株式会社電波新聞社 8010701006411 理系学生特化型の求人マッチングサービスの開発と提供事業 塩津　友輝

関東 東京都 立川市 株式会社プロモ 1012801006925 オンラインＨＲ（人材紹介）新規事業 菅野　忠

関東 東京都 葛飾区 肉屋食堂たけうち 店頭における惣菜、精肉小売りとセントラルキッチン設置による精肉の合理化に関する事業 税理士法人日の出事務所

関東 東京都 豊島区 合同会社オールラウンド 9013303005152 料理の力（パワー）で町を元気に！日本初業態への挑戦　みんなのレシピ　惣菜屋　『まめ・にく・やさい』の運営 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社宏昇製作所 3011001007757 家具製造技術を活かし自社ブランドのインテリア家具小売業へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社車力 2010001019152 ビジネスマン向けの感染対策を徹底したコワーキングカフェへの転換 東京中央経営株式会社

関東 東京都 調布市 流生畳店 ショールーム兼販売店舗の開設と、生活雑貨用品の開発・事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 大作合同会社 4012403003673 「お好み焼き屋」から「地域密着型日本料理店」への転換事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 立川市 ラホヤ 飲食店からテイクアウト専門店への業態転換 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 東京都 品川区 労務管理研究改善事務所 ＡＢＡＣＵＳ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　オンラインリアルタイム授業 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 株式会社ＮＥＲＯ 3021001065936 生配信ライブ、推しに会える『アーティスト喫茶』による事業拡大 河村　晴雄

関東 東京都 八王子市 株式会社葵製作所 3010101000011 デジタル化による新規顧客開拓と新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 東京和晒株式会社 9011801003198 本格的な動画配信ニーズに対応したレンタルスタジオの新設 須永　達也

関東 東京都 江戸川区 タイム 子育てママをさらにキレイに！キッズスペース・授乳室完備のエステサロン 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東野調査事務所 3010901017782 コロナ時代に適応した「非対面型調査業」への業態転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディ・ポップス 9011001067309 スマホ購入のためのオンラインコンシェルジュの開設 佐久間　達也

関東 東京都 葛飾区 合同会社佐藤商店 2011803004143 音楽・伝統芸能等のライブ配信および動画収録スタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社三洋 3010601036190 廃棄される部位を活用したサーモンミンチ事業 税理士法人ＦＣブレイン

関東 東京都 文京区 株式会社フアモサライフ 2010601040961 ＢｔｏＢ製造事業からＢｔｏＣ小売事業（ＥＣ販売）への業種転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブリッジ 4010001190983 ベトナム南部の麺料理フーテュウを扱う料理店の出店による飲食業への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社スピーチジャパン 1012301008348 現役アナウンサーが創る！電子書籍特化型オンライン出版社開設 ＫＰＳ税理士法人

関東 東京都 目黒区 サロンドクチュリエ コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い美容室内における対面及び非対面型脱毛事業の拡大 伊東　努
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関東 東京都 八王子市 ｅｎｄｙ オリジナルマスクの製造・販売への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 杉並区 有限会社オフィスＴ．Ａ． 3011302014411 ＩＴクラウドソーシングマッチングシステム 越智文夫

関東 東京都 渋谷区 メディアフロント・ジャパン株式会社 9011001106181 ＷＥＢの仮想空間を介在させリアルな多地点を連携させた、設置型デジタルアトラクション事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＶＩＳＩＯＮ８ 8010401088881 新技術を活用したデジタル版画を、越境ＥＣを通じてグローバルに販売 税理士法人エム・エム・アイ

関東 東京都 渋谷区 セバスチャン 大人気店シェフプロデュース！『新感覚コッペパン』テイクアウト専門店事業 坪井　亮

関東 東京都 中央区 合同会社Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｉｎ　Ｌｉｆｅ 9013303002273 Ｂ　ｔｏ　Ｂ　ビジネスモデルからの脱却　Ｂ　ｔｏ　Ｃ　向けプレミアムバニラスイーツブランドの立ち上げ 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 ユウコプランナーズオフィス オンラインヴァイオリン・オンライン英語レッスン 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ビットツーバイト 2012401022529 いつでも・どこでも・誰でも使えるファイル転送・共有サービスの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 テックトランス株式会社 3010001064718 沖縄自由時間企業研修事業計画 岩山　将之

関東 東京都 杉並区 株式会社アームレックス 4011301024022 内装解体専用重機のオペレーター付きレンタル事業による売上拡大 経営創研株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社大和製工 5012802006318 新たな塗装技術（粉体塗装）に取り組み、新分野「建設機械」市場に挑戦 東京都商工会連合会

関東 東京都 青梅市 Ｊーシュール 衣装レンタル・写真撮影のトータルデュース 株式会社ライトアップ

関東 東京都 台東区 株式会社Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4010001123828 テイクアウトを主力としたビジネスマン向け食事中心飲食店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 文京区 株式会社キャスト 8011101042212 苗場スキー場でたき火とバーベキュー提供サービス 杉崎正義

関東 東京都 新宿区 株式会社プライベート・パーティー 5011101085560 ドレスメーカーが手掛けるドレスの様なエプロンのＥＣサイト販売 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ニート 6011001042834 日本の伝統技法「截金（切金）」細工を用いたジュエリーブランドの開発及び販売 大澤　泰一

関東 東京都 葛飾区 株式会社ケイワールド 3011801025058 広告業の強みを活かしブルーベリー専門店ブランド確立で事業再構築を実現 高田　直美

関東 東京都 大田区 合同会社丸八 2010803002702 人材派遣業から飲食業への業種転換　～ｗｉｔｈコロナ、ポストコロナ社会に向けた飲食店経営～ 税理士法人東京南部会計

関東 東京都 中央区 株式会社ミトオシ 7011803002415 ＩｏＴデバイス向けのＵＩデザイン制作事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 足立区 炭火焼肉　牛匠 既存焼肉店の余剰スペースを有効活用して、日本料理店を創る 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 港区 株式会社すもも杏 2010401119576 セルフエステ事業の開始とオリジナル美容食品の開発ＥＣ販売 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 4011001099703 宿泊施設起点での現地体験観光の多言語・予約販売ネットサービス 神宮前あおば税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ゼロファーストデザイン 3013201003222 インテリア・デザイン業界のＤＸ化を加速させる、ＤＸサービスとスペースレンタルサービスの立ち上げ 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社長安 3011101057693 コロナ禍に対応した非接触型セルフエステ事業への新分野展開 塚本　康幸

関東 東京都 新宿区 ｃｈｏｃｏｌａｔ． 大自然の中で結婚式が出来るグランピングスペースの構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 豊島区 ＷＡＫＵ　Ｉ．Ｋ．Ｄ株式会社 4013301044520 ニシイケバレイにて小売業を兼ね備えたイベントスペースの建設 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ウェンズインターナショナル 8010001126991 飲食店開業者向けの店舗仲介業と店舗関連業者のマッチングＷＥＢサイト構築 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 港区 Ｃａｒｅｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ株式会社 6011001123535 先進的なデジタル技術の活用による就職・転職マッチングシステム 本山惠一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＩＭＰＬＹ 1011001121023 フラワートラックとＥＣサイトを活用した花、花関連商品の企画・販売 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社多伊夢 9030001039679 ラーメン店を営む当社が新たにテイクアウト専門店を開設する。 足立成和信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社究 3010801020176 中食ニーズに対応する冷凍生餃子の無人販売事業の構築 川崎信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社キベプランニング 4010801003056 三密を回避するセルフ治療器の開発でリンパ浮腫患者のＱＯＬを向上 芝信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社フレッシュタウン 2011701007041 コロナ渦で需要の大きいオンラインイベント専用のスタジオ構築 マジェステ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社タイムズ 5010701030876 圧倒的な中国人脈を活かし、カゴバッグと共に顧客の店舗を彩る雑貨を卸売り 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＳＤ 1011101086711 社内製造部門の起ち上げによる設計・製造の一貫体制の構築 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社ユービー 9011101051121 ＣＸ型販売（顧客体験型ＥＣ販売）と非接触展示会 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ティエヌ企画 6010901022805 ウイズコロナでの家庭の豊かな生活空間づくり！「ワンストップＳＰクリーンサービス」新事業転換への挑戦！ けいあい税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社プロント 8120001183295 国内向け雑貨製品卸販売から、話題のＮＭＮ健康食品を中心とした越境ＥＣに業態転換！ 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 目黒区 日栄商工株式会社 8013201004406 地域密着型の大規模修繕専門店の参入計画　「　地域で愛され続ける会社を目指して　」 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社バンビーニ 8011301016305 美容室からスキンケアメーカーへの参入を目指す新分野展開計画 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社サイクス 8010401095234 簡単操作で即日＆都度利用が可能なビジネス用ライブ配信システムの構築 松山　亮樹

関東 東京都 新宿区 株式会社ＨＵＧＥＭＯＲＩ商事 2010401131465 中国の再生可能エネルギー市場情報等のメディア事業の展開 株式会社翼コンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社クロスライトジャパン 7010002043007 日本・フランスの商材マッチング事業とサイクリングロード観光事業 道浦健治

関東 東京都 大田区 岡高志行政書士事務所 ＡＩによる契約書面作成サイトの開発事業 共立信用組合

関東 東京都 港区 ベトナミーズキツチン有限会社 8010402031502 オンラインベトナム料理教室事業への事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 玉林商事株式会社 7010801022689 エステ・痩身用マシーンの導入による整体業からエステティック業への新分野展開 塚本　康幸

関東 東京都 足立区 株式会社ｇｏｏｄｎｉｃｅ 7011801033602 急速冷却・真空包装機を導入し、テイクアウトに適した環境適応型和食店 東京中央経営株式会社

関東 東京都 小金井市 物袋　遼佑 個室で安全・リラックス　予防と治療の両方を提供する「もみほぐし×治療院」の開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 足立区 株式会社デミータ 4011801035510 事業承継した美容室を核とした多店舗展開による業種転換の実現 瀬尾　公一

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｓｍａｒｔ　Ｌａｂ 4010001185174 腸機能を高める自社商品「ルルミルク」の開発・小売販売 サポート行政書士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社リバース 9010601030519 利用しやすさと満足感を両立するセルフエステサロン事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エル・アミティエ 3011001031154 地域密着型　ＷＥＢ　動画配信スタジオ「恵比寿近郊篇」 税理士法人　マネイジ

関東 東京都 台東区 株式会社ＢＵＮＢＵＮ 8010501028779 新たな挑戦　～エステティック業に新分野展開してＶ字回復～ 塚本　康幸

関東 東京都 練馬区 株式会社ＷＡＳＳＨＯＩ 1011601019906 ドローン技術で農業支援に新規参入 東京信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ネモフアー 5010601014104 独自の縫製技術を活かしたペット介護アイテム分野への進出による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社園部製作所 5010001091438 ファイバーレーザー切断加工機・ＮＣフライス盤導入による治具製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 有限会社大坪事務所 3010902003237 経堂の街を元気にする（地域社会応援）事業 昭和信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｑｕｌａｎｉ 8013301037875 「非接触」で美容業の回復を。お肌の悩みを根本解決 税理士法人久賀事務所
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関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＰＣコンシューママーケティング 8010701027052 災害支援で活躍する「多機能キッチンカー」のレンタル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 有限会社Ｄ＆Ｃクリエート 7010502019258 非接触型の新たな形　自社独自のインドアゴルフスクール事業 福島　悠

関東 東京都 中央区 Ｋｅｉ　Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 3010003014332 真空調理技術と急速冷凍を使った冷凍ピザの開発による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社オートモード 8011001113988 新店舗開設によるオンライン配信とフードデリバリーサービス事業 西河　豊

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ 2011001111469 未経験エンジニアと人材不足に悩むシステム開発企業をマッチングする、ＯＪＴ型のプログラミングサロン 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 文京区 株式会社先端力学シミュレーション研究所 2030001047878 マルチフィッジックス解析環境導入による解析コンサルティング事業の新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 京橋ロジス株式会社 9010001090898 コロナ時代の小ロット販売資料の物流・印刷ワンストップサービスへの挑戦 渡邉勝次

関東 東京都 千代田区 メトロ商事株式会社 6010001030816 レトルト・カレー及ステーキ・カレーパン製造販売事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社留学情報館 1011101056739 Ｃｈｉｉｋ！子供の成長の可能性を広げるオンラインスクールの提供 フォーセンス・パートナーズ株式会社

関東 東京都 品川区 塚田　耕司 クリエイターが作る多目的型ワーケーション施設「山のアトリエ」 濱野　智徳

関東 東京都 豊島区 株式会社ＭＡＬＩＢＵ 3013301033210 学生をターゲットにした着物レンタル事業　美容院の収益力向上 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＯＯＮＥ 8010001130639 コロナ禍でも成功できる担担麺・麻婆豆腐専門店のフランチャイズ事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジー・エム・ティー 5011001009958 ＥＣ事業構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社神楽坂五十番 6011101073374 健康志向の消費者に！美味しさと健康を兼ね備えた肉まんのＷＥＢ販売 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 立川市 株式会社根津 1012801001315 東京都立川市公認の飲食店「アダムスオーサムパイ」のＦＣビジネス展開 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 一般社団法人ＭＣＳヤング・アーティスツ 4010405017213 ヒストリカル・ピアノ・スタジオ及び録音録画配信業務への進出 但馬信用金庫

関東 東京都 立川市 有限会社サーチ 3012802011237 ＡＩ画像解析による屋外広告の広告効果可視化プラットフォーム事業 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ヒルトップパートナーズ 1010401085852 八戸を中心とした北東北地域で連携するネットショップ事業 第一会計税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ｃｏｒｎｅｉｌｌｅ うつわのセレクトショップとフードのコラボレーションの新店舗 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 東邦流通システム株式会社 8010701006873 革新的自社デリバリーシステムの構築　ーコロナの逆風を追い風にー 平野　弘道

関東 東京都 練馬区 株式会社アイエス 4011601011538 高付加価値印刷機・レーザー加工機の導入によるノベルティグッズ製造への新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ユイト 6010701037078 北海道産！厳選した海の食材で調理済冷凍食品を開発。定期宅配で新規顧客開拓。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ＰＨＩＬＩＡ 2010401075571 銀座のクラブが提供する「和のこころ」の高付加価値果実の販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 プロフィール株式会社 8010001166617 「映像制作会社」から小規模企業に特化した「デジタルマーケティング会社」への業種転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＥＤＯＮＡ　ＣＡＭＰ 6010401063011 国内外のプロの美容師向け『オンラインセミナー』の主催 松木　昭和

関東 東京都 中野区 株式会社ＳＫＤ 7011201017965 リサイクルショップ・ＥＣで、建設業で手に入る資材・家具等を販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイロム 6011001067344 サカナバルの魅力を閉じ込めたご馳走缶とオリジナル缶詰の製造 澁谷　宗紀

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｓｍａｒｃｈ 3160003001745 高まるテイクアウトビジネスにマッチした揚げたて唐揚げ専門店 加来　昇

関東 東京都 八王子市 合同会社Ｓｍｉｌｅ　ｌｉｆｅ．ｌａｂｏ 6010103001351 鍼灸院併設の水素・酸素ステーション 株式会社群馬銀行

関東 東京都 大田区 東京幻実株式会社 5010801028325 リアル小売店舗展開に伴う、管理システム構築／ＥＣショップ連携 全東栄信用組合

関東 東京都 世田谷区 ｉｌ　ｖｉｎｖｉｎｏ ミシュランレストランの菓子・惣菜・ワイン販売でコロナ禍を破れ！ 千代田　悟志

関東 東京都 墨田区 有限会社丸 5010602030257 ＳＤＧｓを推進するためのサスティナブルフードへの新分野展開 角田　雅道

関東 東京都 港区 Ｇｒｅａｔ　Ｗａｖｅ株式会社 3010401144292 フィットネス×カフェ＋地方創生 元村康人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハセガワエスティ 7010401040983 オンライン音響映像技術の活用による新しい形の結婚式需要開拓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社Ｃｈａｎｇｅｍｏｄ 6010701030405 専門性を高める中堅ＳＥ向けスキルシェアによるＣｔｏＣ型ＩＴ教育事業 増田　考邦

関東 東京都 千代田区 株式会社ｍｉｅｃｏｕｅｎｏ 4010001151077 既存事業の商品開発力を生かした小規模カフェ向けの菓子・パンの製造・販売事業 増田　考邦

関東 東京都 小金井市 ＭＲフーズ株式会社 9012401024386 山梨県道志村にアウトドア客向けのカフェをオープン 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社エコロ 8010601022657 食事道実践のためのオンラインショップの開設 税理士法人斉藤税務会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社だんごＤｅｓｉｇｎ 3012401024318 ウィズコロナに対応した贈答品のオンライン販売事業への展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 品川区 有限会社サワ 1010702003637 磯平ブランドを活かした焼肉店立ち上げによる、集客力の回復 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｓｐｉｃｅＭｉｘ 9010901039177 地元客に人気のイタリアンバルから餃子店への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルリソースマネジメント 3160001016737 中古船販売会社に向けた「販売・管理プラットフォーム」 中嶋　權治

関東 東京都 荒川区 光商事株式会社 7011501017211 コロナの影響で減少するＬＥＤ照明事業からプリント加工事業への新分野による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ＹＯＬＯ 1011501025194 アパレルブランドの挑戦！コミュニティカフェ構築事業 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳｔｙｌｅＬｉｆｅ 7013301040095 有機日本茶、茶器、座布団、畳、ゴザをアメリカへ販売する事業計画書 松山　里果

関東 東京都 台東区 株式会社ブルーカラーズ 3011501015359 アジアンテイストの豆乳メニューをデリバリー・宅配で提供 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 台東区 ＳＴＵＤＩＯ　ＵＡＭＯＵ コロナに対応したカスタムソフビのＥＣ販売を実現する彩色工程の内製化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 豊島区 ブルシナール 健康・痩身の非接触型セルフエステサービスによる思い切った事業拡大 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社プロッシモ 5011001094109 「撮影機材の導入による動画・ライブコマース配信の受託制作」事業 若杉　拓弥

関東 東京都 台東区 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 5010001166891 機械エステマシンによる低感染リスク型の新店舗ビジネス確立事業 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社センシアコスメティック 3040001073328 自社ブランド化粧品の開発と日本・中国向け越境ＥＣによるネット通販事業 魚谷　康行

関東 東京都 豊島区 株式会社リーディング・ウィン 3011401014766 保養所を改修した外部研修の受託とワーケーションサイトの運営 蛭田　昭史

関東 東京都 町田市 ＵＧＬＹ　ＣＡＲＡＶＡＮ株式会社 9010901038955 有機日本茶小売りによる新しい日本茶文化の醸成による事業再構築 岩瀬　学

関東 東京都 世田谷区 株式会社和音人 4011001104264 自然派の調味料を使用した身体に優しい「洋菓子店」の出店計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 足立区 株式会社ｏｆｆｉｃｅ５７ 1011801036619 Ｗｅｂセミナー導入支援、動画広告制作への新分野展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＴＨＥ株式会社 9011001072820 自社製品のデポジット回収と二次流通（中古）販売による循環型商流創造 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 江東区 合同会社ガハハビール 9010603008133 缶ビール製造設備の導入により、飲食店から外販への新分野展開を図る 山内　喜彦

関東 東京都 小平市 合同会社ＳＴ．Ｏｎｅ 9012703002123 非接触型・全室個室焼肉・しゃぶしゃぶ店の開業による事業転換 飯能信用金庫
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関東 東京都 足立区 株式会社ヴァンデミックシステム 5011801035088 インフラエンジニア・ハードウェアエンジニア向け技術検証用ラボサービスの開設																							 税理士法人水垣会計パートナーズ

関東 東京都 新宿区 ｄｏｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社 8010001186103 ステイホームを豊かに！エディブルフラワーを活用した加工品の開発による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドサイクルシステム 4011001044411 電子薬歴を活用した対人業務重視型の医薬品在庫管理システム開発 一般社団法人地域マーケティング経営推進協議会

関東 東京都 江東区 ＡＯＥ株式会社 8030001110886 ウィズコロナに対応した非接触型エンターテイメント焼肉業態への新規展開計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社宿場ＪＡＰＡＮ 1010701024808 ＤＸクリエイター向けレンタルスペース事業 湊谷航介

関東 東京都 豊島区 合同会社笑う門には福来る 7013303002300 焼肉店オープンによる新市場への挑戦 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 エーティーアンドコー 愛犬と楽しめる！シミュレーションゴルフ店とアパレル事業の展開 廣野　希

関東 東京都 国分寺市 株式会社プラスアルファ 3012401018798 不妊専門整体院による女性専用整体＆セルフエステ事業 小松原　史雄

関東 東京都 千代田区 リーフデザインパーク株式会社 9011001072291 地方生産者とのつながりを生かした、デザイン性の高いこだわりおむすび屋の出店 塩津　友輝

関東 東京都 足立区 らーめんしょっぷ中吉 新型コロナに打ち勝つ、２４時間無店舗・自販機での小売販売事業 株式会社Ｍｙビジネスパートナー

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＳＦホールディングス 5011101094306 「正しい自費診療情報と患者」をつなげるマッチングサイトの構築 松井　淳

関東 東京都 港区 株式会社アイビーエス 2010401090141 車両の空席・空車情報、予約システム（配車システム）のオンライン提供事業 原田　貴史

関東 東京都 千代田区 株式会社宮川商店 5010001030255 鉄鋼加工技術獲得による鋼材卸売業から鋼材加工業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 大島町 クオーラ株式会社 1020001113194 離島におけるワーケーション＆移住支援のための新規プラン開設 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 有限会社ボックスクリエイト 5010902019925 ２４時間営業・会員制シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ｒｅｂｉｒｔｈ　ａｓｓｏｃｉａｔｅ 2011101067504 ヨガインストラクター向け　Ｃ　ｔｏ　Ｃレッスン配信アプリ運営事業 髙司　浩史

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＬＡＺｅｃｔ．Ｐｌｕｓ 3010001186082 ダイバシティ自立支援アカデミー 税理士法人斎藤会計事務所

関東 東京都 世田谷区 アリク マルシェ事業と飲食事業の連携による飲食店の付加価値創出 Ｂｌｕｅ　Ｗｏｒｋｓ　税理士法人

関東 東京都 八王子市 株式会社新栄プランニング 9010101011201 フィットネスクラブの巡回サービスの実現 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社マグノリアカンパニー 7011001051479 日本の伝統品を中心とした海外向けのＥＣサイト事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 港区 株式会社ストロングフーズ 6010401140925 徳島県（出身地）の食材を活用した焼肉店の展開 株式会社百十四銀行

関東 東京都 新宿区 うぶか ＥＣサイトによる甲殻類のレトルトカレーと瓶詰め調味料の販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 豊島区 炭火屋１０－１０ ウィズコロナの飲食店デリバリー・フードトラックへの事業転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵村山市 桃李成蹊株式会社 5012801010213 赤外線付カメラ及びドローンによる建築物の調査 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社タキハチ 8010901038700 男性向け脱毛サロンへの事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社ハイテンション 8010701024727 事業１種体制から事業３種体制へ再構築計画 鹿島　圭

関東 東京都 港区 株式会社真不同 8010401064098 当社自慢の本格香港点心の味を自宅でも味わえる、非対面式の注文システムを活用したテイクアウト事業の立ち上げ 吉川　一郎

関東 東京都 文京区 株式会社飴やダイニング 4010001165110 本格フレンチビストロがつくる新しいカヌレ専門店（フランス菓子）とゴーストレストラン 株式会社ライトアップ

関東 東京都 足立区 株式会社アーキウェア 4011801014547 ウィズコロナ時代を乗り越え、ポストコロナ時代へ向けてのコーティング剤開発 久保田　昌宏

関東 東京都 立川市 株式会社Ｇ２Ａｇｅｎｔ 8012701014286 男性ビジネスマン専門！セルフホワイトニング・セルフ脱毛の新事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｅスポーツコミュニケーションズ株式会社 5011003006540 ｅスポーツにおけるオンラインスクール道場を開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 渋谷区 Ｕｎｉｔ株式会社 2010401138188 リモート運用による完全非対面セルフエステ事業への業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 八王子市 ジャパンチャイルドブレインホールディングス株式会社 9010101011449 障がい者のためのＶＲを用いたｅラーニング事業 岩見　直茂

関東 東京都 八王子市 株式会社ココロバ 1010101012132 新商品スパイスカレーで挑む！デリバリー事業への新たな展開 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社キギ 1011001071796 創造性を楽しむアイウェア 「Ｔｗｏ－ｆａｃｅ」の販売事業 税理士法人エーピーエス

関東 東京都 港区 株式会社ビデオマッチング 9010401139634 人材採用支援サービスから、オンライン配信サービスへの業種転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハイクラス 3011001103812 指導者を活かす入浴剤“リカバス”で新規獲得と既存客への新提案 木戸　晶裕

関東 東京都 板橋区 株式会社ウォーク 5011101031366 ホットスタンプによる小ロットからのグッズ製作事業への展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社いい旅 7010401069040 インド・スリランカのスパイス料理を、国内及び訪日需要向けに開発販売 税理士法人アリオン

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルエナジー 9011001071038 ＥＣサイトとオンライン商談システムの開発 山本　剛

関東 東京都 新宿区 株式会社アイ・ピー・イー 8011101031347 部品メーカーから製品メーカーへ。肌荒れに役立つ美顔用噴霧器を製造・販売 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥ　ＳＣＨＯＯＬ株式会社 4012401022262 フライドチキンのテイクアウトと水タバコカフェへのデリバリー店 仲田俊一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＩＲＣＨ 2010401146595 本格中華を手軽に楽しむ！アフターコロナの経済復興に向けた昼営業主体でテイクアウトもできる点心業態新規展開計画書 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 ソムタムカフェ 青パパイヤを使った健康食のスムージー 白川　淳一

関東 東京都 江戸川区 株式会社千城製作所 8011702007464 ドローンによる赤外線外壁調査事業 松井　淳

関東 東京都 港区 株式会社Ｓｏｌｆｅｒｉｏｎａ 8010801026391 逆ＳＥＯのＷＥＢ集客及びオンライン提供 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＯＵＴ　ＬＯＵＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6011201021175 音響効果の見える化コンサルティングによる事業転換 木佐谷　康

関東 東京都 府中市 ゑえやん合同会社 6012403002624 「急速冷凍庫」導入によるセントラルキッチン事業 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 スターペグ・ミュージック株式会社 6010401146740 ギター等楽器のレンタル、販売およびレンタル後の販売を可能にするＥＣサイトの構築 税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計事務所

関東 東京都 中央区 シェアーズ 担々麺専門店出店による飲食店事業の事業再構築 金﨑　卓也

関東 東京都 練馬区 明友建設株式会社 9011601006855 価値を大切にするクラシックカー専門中古車販売業の実施 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 有限会社爆団 9011002036601 廃材を用いたデザイナーズ家具・インテリアの販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 江戸川区 マザーアース 世界とつながるサーファータウンのコ・ワーキング・スタジオ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｐｈｉａ 9010001201810 汎用型自然言語解析アプリケーションのサブスクリプション提供により、ヘルスケア分野または専門職の生産性向上に貢献する事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 渋谷区 ラフィネリビング有限会社 1010602033536 自社で製造体制を構築し５センチ単位のセミオーダーソファの生産 税理士法人奥山会計事務所

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｊａｎ 1013301044721 安心できる空間づくり　次世代型ウイルス対策事業 原　知世

関東 東京都 目黒区 株式会社ハートアイランド 8010001145934 焼肉店の味を自宅で楽しむための希少部位を充実させた精肉小売店 高瀬　加奈子

関東 東京都 大田区 有限会社インフルエンス 4010802018557 卸売、店頭販売事業からオンラインでのＢｔｏＣ販路拡大への転換 松村　一朗
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関東 東京都 中央区 インターネット・ビジネスサービス株式会社 5021001030228 社員の定着率と生産性を向上させるコミュニケーションシステムの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｓｔ　ａｎｄ　Ｒｕｎ 6010001156751 パティシエが作る本格パンの食物販店の新規事業計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 港区 ＰＲＯＴＥＳ株式会社 6010401138622 インバウンドの旅行業からテイクアウト韓国料理店への新分野展開 清原　輝茂

関東 東京都 渋谷区 有限会社ゴールドバーグアンドサン 5011002021763 輸入商材の日本製造による業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社プランテーション 9010001056180 ＷＥＢを活用した美術館向けマーケティング支援事業への新分野展開 井上大輔

関東 東京都 目黒区 株式会社ファンタジスタ・ジャパン 9013201015930 テイクアウト・デリバリー機能を強化した高級ハンバーグ専門店出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 杉並区 合同会社カンパイ日和 9011303002649 山梨県勝沼町における産地連携型新商品バレルエイジドビールの開発 嶋津幸男

関東 東京都 台東区 株式会社ＯＮＥ　ＴＲＥＥ 3010001130156 動画制作のアウトソーシングプラットフォームの展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ａｎｄｕ　ａｍｅｔ 5040001075644 エシカルファッションの啓蒙・普及を目的とした「エシカル・トランスフォーメーション・プロジェクト」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 川原秀夫事務所 専門店情報サイトに既存の予約ツールより使いやすい予約システムを構築する！ 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 旭産業株式会社 1010801021309 ゲージボタルの高精度化とデジタルゲージの開発及びＱＲコード刻印によるＥＣ販売の拡大 佐山　壽一

関東 東京都 練馬区 株式会社ＡＭＧＩ　Ｉｎｃ．Ｊａｐａｎ 8011601016062 航空機用ワイヤレスインターフォン三者会話型システムの開発 東京東信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社エフォート 5012401020001 テイクアウト／デリバリーを主体としたとんかつ屋への業種転換 井上大輔

関東 東京都 練馬区 株式会社はしゅう 6011601020561 Ａ５　ランク黒毛和牛一頭買いと提供方法の拡大で圧倒的差別化を図る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 北区 株式会社ＲＡＺＵＬＩＴ’ｅ 9011501026391 アフターコロナ時代に対応する　サンドイッチ小売販売店の新規事業展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｙｕｂｕ株式会社 1010401100355 教育ＤＸで子ども向け高品質英語オンラインレッスンの新サービス 白壁　信昭

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社フードマン 6013101001612 外食産業向け、業務用食材の小容量化事業（調合及び、リパック業務） 青空税理士法人

関東 東京都 国分寺市 ホワイトウォーターハウス株式会社 2011001100034 リモートワーク対応型インターネットカフェのへ再構築 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社杉浦商店 9013302005120 老舗惣菜店による強みを活かした東南アジア麺類専門店への進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エターナルコンボ 5011001108223 既存店の居酒屋撤退及び、焼売テイクアウト専門店への新事業展開 森山　敏雄

関東 東京都 文京区 株式会社未来カ 2011101079045 経営者とフリーランスを繋ぐ、記帳支援プラットフォームビジネス 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 シュエット オンラインでの美容スクール開設で非対面型ビジネスモデルを構築 杉田　浩二

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＨＩＮ－ＫＡ 4011601017964 業界初！商圏データを可視化できる飲食店舗物件専門マッチングサイト構築 早瀨　篤志

関東 東京都 千代田区 株式会社テンプルボーイ 1010001131585 食品加工設備（セントラルキッチン）の新設による卸販売事業 内田　哲夫

関東 東京都 渋谷区 株式会社サンワールド・ツアーズ 5011001009561 顧客が旅行プランをＷＥＢ上で自動組立・予約完結サービスを販売 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人日本ダイバーシティ・マネジメント推進機構 5011005006910 オンライン動画講座とオンラインコンサルティングサービスによる新市場開拓 株式会社アキュリオ

関東 東京都 文京区 株式会社プロスコープ 3010001007445 専門情報誌をとりまとめた総合プラットフォームサービスの開発 星野　裕司

関東 東京都 豊島区 株式会社ＯＳ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 6013301025948 介護保険制度の代替で理美容をもとにした自費家事代行サービスの提供 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 豊島区 株式会社落合 1013301036248 ＥＣサイト構築でデミグラスソースを全国販売 菊地　正和

関東 東京都 中央区 株式会社藤井不動産 7010001027794 熊本ジビエを中核メニューとした弁当移動販売事業への事業転換計画 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｅａｓｅ 1010401150243 飲食・弁当事業を活かした「食育弁当」付き児童発達支援事業所 中田　麻奈美

関東 東京都 港区 モンルーベジャパン株式会社 2010401088549 ヨーロッパから直輸入したカーテンのオンライン販売 伊東　玲彦

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｏｔｕｓ８ 1010001093207 ヨガ総合ポータルと大型犬と宿泊可能な民泊施設による事業再構築 中川　健史

関東 東京都 府中市 合同会社Ｐｒｏｓｐｅｒ 2010903003088 女性向けアミューズメントレストラン事業 塩津　友輝

関東 東京都 文京区 株式会社ＬＡＭＩＬＡ 8010001201233 画像認識・音声ＡＩを使った動画マニュアルクラウドサービスの提供 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 アイマーク株式会社 4010401050614 中古のイタリアブランド家具を買取り、修理・販売する循環型事業 川井　良訓

関東 東京都 港区 株式会社コレリィアンドアトラクト 8020001061759 “泊トレ”旅先で健康になる宿泊施設向けコンテンツ【ＰＬＵＧＦＩＴ／プラグフィット】 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ＦＩＥＬＤ 6010401121537 多業態ゴーストレストラン出店で中食産業参入による経営改革プロジェクト 長岡　孝之

関東 東京都 港区 プレジール株式会社 5010601040686 『フェムテック』に特化したオンラインサロンとフェムケア商品の開発 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 プレジール株式会社 4011001105147 鮮度保持技術を活用した消費期限延長事業と法人販路拡大事業 酒井麻子

関東 東京都 足立区 ヘイセイ寝台サポート株式会社 1011801029481 ワンストップ葬儀に伴う葬祭場の経営 齊藤　恵治

関東 東京都 武蔵野市 ことのはな合同会社 4080103002031 コワーキングオフィス、プライベートサロン、学び場の運営事業 村上　哲也

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐｏｒｔｌ 5011001126183 合成成分を排した身体にも優しく味も良い天然歯磨き粉の製造販売への業種転換 藤沢商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社インサイト 7010001011047 商店街・ショッピングモール向けポール取付型の両面ＬＥＤディスプレイシステムの販売 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 中野区 ウィルムコンサルティング 有機野菜を使ったスムージー専門店出店による新規事業の取組 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 6011701020486 消毒・除菌・抗菌コーティング業務 原　知世

関東 東京都 福生市 ギーベル制作所 自家製什器を配置した貸サロンの提供～美容業界の発展の為に～ 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 ひとひら 居酒屋から和食屋（テイクアウトあり）へ店舗の業態転換計画 児玉　直樹

関東 東京都 西東京市 株式会社ＴＲＵＥ　ＷＩＮ 2012701011842 自社オリジナル商品の共同購入システム構築による取引拡大 齋藤　信一郎

関東 東京都 青梅市 株式会社ＢＭトランス 8013101005116 運送業からトラック販売へ事業転換 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 アートリフ株式会社 2011101071480 ＩＣＴ化＆エンジニアの輩出を促進するマッチングプラットフォーム開発 松山　亮樹

関東 東京都 江東区 協和電機工業株式会社 6010601001828 システム化されたコンテナプラントによるきくらげ栽培と太陽光発電のプラントへの充電及び充電事業 後藤　公平

関東 東京都 渋谷区 株式会社アンティコ 3011001040717 「テレワークスペース」と「テイクアウト＋」によるコロナ禍に強い店への再構築 平光　史明

関東 東京都 文京区 ゲストハウス東京 シェアハウスの一部を改装し撮影レンタルスタジオを作る計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社リアリゼイション 5011001117364 厚生労働省の助成金申請書類作成サポートシステム　ラクリア助成金 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 板橋区 Ｔ・Ｍ・Ｈ株式会社 1011401016681 整体施術サービス付き障がい者グループホーム事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 新宿区 Ｍｏｒｎｉｎｇｓｉｄｅ株式会社 6011101072368 地方と都市部を「複業（副業）」でつなげる新しいスタイルの観光事業 イーグル税理士法人

関東 東京都 目黒区 有限会社九島事務所 9013202013636 ＥＣサイトによるイタリア家具の販売事業 飯島　一郎
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関東 東京都 世田谷区 しろくま整骨院 ファイティングフィットネスジムの事業化 上田　曽太郎

関東 東京都 杉並区 合同会社じんから 4011303003404 テイクアウト惣菜販売店の新規出店で地域貢献活動のできる企業となるための事業再構築計画 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 練馬区 京縁株式会社 5011601017162 新しい生活様式に対応した無人販売テイクアウト事業 上田　曽太郎

関東 東京都 豊島区 ＷＩＴＨ株式会社 5013301035171 習い事・勉強ができる民間学童保育事業 田中　耕司

関東 東京都 中央区 株式会社Ｈｉｌｌ　Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｄｇｅ 6010001165190 経営コンサルティング機能と連携したデザイン機能の提供事業 上田　曽太郎

関東 東京都 港区 Ｔｒｅｎｂｙ株式会社 5010401105581 ゲームマッチングプラットフォームの提供 株式会社ライトアップ

関東 東京都 港区 株式会社ａｒｏｍｅ 8010401057498 「白金ブランド」を提供する、女性ソムリエによるワインコンシェルジュサービス 税理士法人築地会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社アフセンディカ 9011001111223 おいしいね！をいつまでも最新技術導入でオープンイノベーションによる新分野展開事業 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社イストーチニク 4012401034332 経営継続のため派遣業から金属回収業に転換する事業計画書 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 港区 合同会社イージーモード 7010403009416 小学１・２年生のための書道関連商品・サービスの開発・提供 森　滋昭

関東 東京都 新宿区 ＡｎｎａｂｅｌｌＳｅｉｋｏ株式会社 9010001219084 和食のケータリングとレストランへの業種転換 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社エムエスディ 4020001031781 ５Ｇを活用したマルチメディア通信・非対面キャッシュレス・超小型自動販売機を活用した自社対面販売チャネルの構築と商品販売 曽田　征

関東 東京都 江戸川区 ヘアカラー＆スキャルプケア専門店　染髪美屋 働く女性のコロナストレス解消と「水」の力で美髪へ導くヘッドスパ事業 東京商工会議所

関東 東京都 武蔵野市 株式会社Ａｙｌｉ 3012401018906 イートイン型飲食店からＥＣサイトを使った通信販売事業への転換 山中朋文

関東 東京都 品川区 Ｔ２ＷＯＲＫＳ株式会社 1010001153530 ブランドとメニューを活かした富士急ハイランドへの出店 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 中央区 楽・活株式会社 2010001200414 法人営業の商機拡大につながる営業ツールサービスの開発 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 ケイタリング株式会社 3011801031304 ＦＲＰ成形型の導入による自社製作及びレンタル事業の開始 高山　和子

関東 東京都 中央区 株式会社ロタス 9010001162235 打ち合わせをしながらスピーディーに提供可能なアパレルサンプル製作サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 合同会社Ｆｅｌｉｃｅ 6012803001845 従業員のスキルを活かした出張エステを軸とした美容企業への転身 兒玉　洋貴

関東 東京都 台東区 有限会社アクスト 4010502020367 「くつトレ」の全国ＦＣ展開で靴による足のセルフケア普及を図る 野田　泰永

関東 東京都 新宿区 クレアドルーヌ 既存事業との相乗効果、介護を見据えた脱毛事業 税理士法人佐藤＆パートナーズ

関東 東京都 品川区 協栄企画システム株式会社 3010701026249 ＤＸ人材育成センター事業 城南信用金庫

関東 東京都 あきる野市 株式会社エスアイデル 5013101007783 実店舗の立上げによる家具卸売業から小売業への事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 杉並区 ディー・エヌ・エー・メディア株式会社 3011301004487 アフターコロナに向けた中小・小規模事業者向けインバウンド需要支援による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 小平市 建物クリーニング株式会社 3012701016072 建造物の養生技術を活かし、アンティーク雑貨小売りへの進出事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 エコマテリアル株式会社 5120101024311 非接触体験型改善サービス事業 鴨下　智法

関東 東京都 文京区 株式会社スーパーグッド 8010001182548 医療従事者向け研修施設におけるオンラインと対面のハイブリット型研修事業の展開 椿　祐輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社エガワ 6010901001759 ガス器具販売店から、屋根点検・修理事業への新たなチャレンジ！ 川居　宗則

関東 東京都 中野区 株式会社ＮＯＭＡＬ 7011101074009 生活とアートの関係が深化する新越境ＥＣプラットフォーム構築事業 小松原　史雄

関東 東京都 調布市 株式会社ＬａｂｏＬｉｖｅ 3011101080084 国立情報大ベンチャーによる卓球人口増進化プロジェクト 村田　良一

関東 東京都 墨田区 株式会社東京ヒュッテ 2010401108257 宿泊業からの転換として貸スタジオと生花等の備品物販事業立上げ 田中　和弘

関東 東京都 板橋区 有限会社濱匠 6011402019563 ＳＤＧｓアクション達成を目指した「Ｄボード工法」と「プレカット」事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社ホワイト．ファット．グラフィックス． 2011002016205 渋谷キャットストリート発！アートクチュール販売の企画展 税理士法人無十

関東 東京都 中央区 和日庵株式会社 7011001128442 特許取得・次亜塩素酸タブレット事業計画 ＡＴ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社ホテル蔵前 5010501023709 新サービスのペット移動出張火葬サービスで売上増加を図る 長野県商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＯＭＯＺＯＮＥ 1010901040522 空きスペースの自動貸し出しシステムの開発 高橋　英明

関東 東京都 豊島区 有限会社エールハウス 6011402018136 自慢のカレーと、カレーに合うオリジナルビールをキッチンカーで販売 伊東　修平

関東 東京都 港区 株式会社ブルーコネクト 8010401160888 パウダー野菜と冷凍カレー製造の為のセントラルキッチン新設と食品製造卸売事業 椿　祐輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社アデッソ 3011001001116 動画広告アプリ＆媒体プラットフォームシステム！ 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 立川市 株式会社ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥＳ 3012801006452 各テーブルオーダータブレットを設置する焼き肉店の開業 金﨑　卓也

関東 東京都 港区 有限会社アイオーエス 2030002120634 ７万人の採寸経験を生かし下着販売の研修会、および販売会のオンライン化事業 飯能信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社謄写翻訳事務所 7011401015240 翻訳データベースの作成、音声記録のテキスト化によるＥコマース事業の開始・業態転換事業計画 井上大輔

関東 東京都 千代田区 国際開発株式会社 2010001015928 「海外航空券予約発券Ｓａａｓ」システム販売・普及事業 千葉　晴彦

関東 東京都 港区 株式会社エイジングケア 3010401129574 美容家サービスのデジタル化促進プラットフォーム事業 竹本　和将

関東 東京都 新宿区 株式会社アンク 5011101023743 不正防止機能付きＩＢＴ（インターネット・ベースド・テスト）検定試験の開発 税理士法人後藤会計事務所

関東 東京都 中央区 人形町　ぽんしゅ家 在宅で受けられる日本酒に関するオンライン日本酒教育事業 三村　雄一

関東 東京都 中央区 株式会社ボンマックス 3010001057119 ＡＩ自動採寸導入でユニフォームアパレルにイノベーションを 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 江戸川区 有限会社関東電装サービス 8011702002639 電装整備事業者が先進安全自動車整備の地域一番を目指す 橋本　和代

関東 東京都 目黒区 株式会社マハカラ 1013201017455 ビール業界のＳＤＧｓを解決するクレープ×クラフトビールのテイクアウト 丹羽正裕

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ’ｓ　ｖｉｓｉｏｎ 9040003009266 欧米で注目されている低糖質ワッフルを使った新ブランド開発およびフードデリバリーの提供体制の構築 山口慶一

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＬＯＢＡＬＢＲＡＩＮ 6021001045126 再開発で増加する昼間・夜間人口を取り込むヘルシーイタリアン＆バー 株式会社コンサラート

関東 東京都 葛飾区 株式会社日の出 6011801004067 個人アルバム「Ｗｅｂｕｍ」システムサービス事業 亀有信用金庫

関東 東京都 羽村市 ＡＳＩＡＮ　ＶＩＳＩＯＮ　ｐｒｏｊｅｃｔ ウィズコロナ時代のオンラインレッスン及びあおぞら教室 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 江東区 有限会社大利根工芸 6010602033713 デジタル技術を活用した木材乾燥機の導入により、国産無垢材を活用した木製家具の製造 速水　健二郎

関東 東京都 文京区 有限会社クレセントエルデザイン 8030002004286 スマート農業支援のための新たなサービスの提供 加藤良治

関東 東京都 新宿区 巧流合同会社 3010603007660 着物カフェ事業の実施 井上大輔

関東 東京都 板橋区 肴とお酒　うえだ 居酒屋から美味しい惣菜パンの製造販売へ業種転換に挑戦 澁谷　宗紀

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｏｒａｃｌｅ５８ 3010401093457 アカウント別制御機能付き予約システム活用の声優スクール事業 鈴木　正子
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関東 東京都 墨田区 株式会社小倉メリヤス製造所 3010601009923 都市型縫製工場の構築による超小ロット受注生産体制の強化 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社Ｓ．ｎｏｗ 1011402017761 ヘアカット専門店から脱毛サロン＆シャンプーカット専門店への新事業展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 豊島区 株式会社大洋フードサービス 8013301026234 所沢から横浜へ　㈱大洋フードサービスの業態転換事業計画 菊地　正和

関東 東京都 渋谷区 株式会社アティックプラニング 2011001047218 ペット歓迎リゾート宿泊施設ｉｎ沖縄・恩名村 塩津　友輝

関東 東京都 足立区 有限会社天七 9011802028509 洋食のテイクアウト・デリバリー店舗立ち上げ 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 新宿区 有限会社アクト企画 2011202000215 高度なデジタル再現技術を活用した歴史ある着物の文様、友禅染のデザイン障子・行灯の試作開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 台東区 株式会社Ｗｏｒｌｄ　ｍａｐ 9010501039123 ウェディング衣装がレンタルできるフォトスタジオの運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＫＯＫＯＲＯＢＯＸ株式会社 9011001120190 市場価値を高める「大人のフルーツゼリー」の製造・販売事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 豊島区 ＡＱ　ＧＲＯＵＰ株式会社 1013301045257 過剰スペースをコワーキングスペースの構築による地域活性化への展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社エルパレス 5010001160820 防音室と専用楽器で生み出す芸術性の高い音楽のユーチューブ配信 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 武蔵野市 朝日株式会社 4012401018698 介護見守りシステムＰＢ商品の海外市場を開発する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｔｒａｄｅ 8010401122946 今後国内市場が大きく伸びることが想定されるＣＢＤの販売事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 豊島区 株式会社アリー・エンターテイメント 3013301028623 ＢＡＳＥ　ＴＨＥＡＴＥＲ用途拡張計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社一十八日 9011101069460 地域資源の香りを活用した複合型サービス業態への進出 斎藤　環

関東 東京都 狛江市 株式会社太乃志 2012401023535 お店の味をご自宅で。真空パックと自動販売機導入によるころな時代の２４時間非接触型サービス 東京東信用金庫

関東 東京都 羽村市 有限会社麦企画 5013102001538 「居酒屋メニューをおうちグルメへ」をテーマとした食品製造業への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社北村商店 7010501003436 創業１１０年の老舗醸造機器問屋によるプレミアム熟成古酒の販売展開 株式会社阿波銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社ＩＭＡＫＥ 2030001109653 在宅学習需要を捉えたオンライン兼用ｗｅｂデザインスクールへの業種転換 井上大輔

関東 東京都 港区 リラクゼーションノンキ リラクゼーションサロンのテナント契約解約に伴う新サービス業態への転換事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 有限会社ハーモニー 4020002104479 ＩＴシステムを活用したアジア・オーガニック食品卸売への事業転換 秋田　豊

関東 東京都 調布市 Ｒａｉｎｂｏｗクルージング プチ起業女子を応援！人生が自分らしく輝くオンラインサロン 岩井　久典

関東 東京都 板橋区 株式会社やよい 7011401006553 ファッションデザイナーが造った軽井沢の苔とバラのレンタル庭園 小林　暢浩

関東 東京都 港区 アール・ケー・トレーディング株式会社 6011001066263 中国拳法とＩＴ技術を融合させた健康増進サービスの提案 新都税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社さつま骨格矯正 5013201017427 美容術を学びたい方の為の当院の矯正術を生かした養成学院運営事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社コノッド 7010001169967 日本におけるオリジナルのプレミアムスイーツブランド展開 株式会社ライトアップ

関東 東京都 江東区 梅田屋 飲食店経営事業におけるＥＣサイトの新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社炭焼歩ム 5010801018458 飲食店から会津地鶏の冷蔵冷凍食品の製造販売事業への挑戦 布能　弘一

関東 東京都 世田谷区 リサーチコーディネート株式会社 1010901042188 オンライン動作分析サービス 世田谷信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ヘアメイク ヘアアーティストの提供する最高品質のウエディングフォト事業への転換 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 港区 株式会社日本アドエージェンシー 4010401140423 Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナを生き抜くための「焼肉居酒屋」　開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 文京区 株式会社ＦＬＡＰＴＵＲＮ 2010001124225 デジタル技術によるｗｅｂと飲食店の融合でコロナを乗り切る 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 日本橋三宮デンタルケアクリニック９９ 予防健康サロンの開店 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 大田区 リミットライン ３Ｄプリンター、スキャナーでのカーパーツ製作と、ＥＣ事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 有限会社大橋昌治商店 6010802002922 地域密着！海苔屋こだわりの海苔を使ったおにぎり販売事業 工藤　充

関東 東京都 杉並区 株式会社ＳＩＮＣＥＲＩＴＹ 1011301022672 焼肉店専門求人マッチングサイト「Ｍｅａｔ－＆」の構築 株式会社しのざき総研

関東 東京都 新宿区 株式会社縁ｃｏｄｅ 7011101058845 マグライフ「マグネットのある、おしゃれで便利な生活」 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＳプラン 3010901025298 シェアハウスのノウハウを活かした極上の温泉付き一棟貸し民泊事業　Ｉｎ　霧島 岩本　隆一

関東 東京都 世田谷区 有限会社葉楽 3010902021643 ＢｔｏＢモデルの強化とオウンドメディアの構築 丸山　達也

関東 東京都 文京区 株式会社ベアーズコーポレーション 5010001094382 すぐに食べたい・おうちで食べたいニーズに対応する４８時間熟成唐揚げ　熟カラット　新規事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 北区 肉骨茶 世界初の肉骨茶自動販売機導入で非対面非接触販売の確立 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 目黒区 にしむらデンタルクリニック 「在宅による口腔ケア指導」による新たな診療にチャレンジ 原口香絵

関東 東京都 清瀬市 株式会社ａ－Ｓｏｌ　Ｊａｐａｎ 7260001024908 オンライン商談＆ＥＣサイトで非対面サービス化へ業態転換事業 東　麻未

関東 東京都 新宿区 株式会社ブレインズ・ネットワーク 2011101059609 不動産管理会社が家賃保証事業を開始するためのプラットフォーム事業の実施 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 大田区 株式会社ＲＩＫＩＸ 1010801017281 トレーニングとキックボクシングイベントのオンライン配信 鈴木一功

関東 東京都 世田谷区 株式会社リブレボーテ 3180001061665 大切な猫のための国産採れ立て食材使用の安全安心な手作り食 目黒信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社デコール 6013201011321 住居の本質を追求するリノベーション事業への進出 鯉沼　和久

関東 東京都 文京区 ＦｒｅｅＭ，Ｉ株式会社 1013301040596 公認心理師＆臨床心理士による総合メンタルヘルスアプリの開発と運用 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社Ｔｉｐｐｌｅｒ 3010901022956 テイクアウト、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｐｕｂからクラフトビアバーへ 増山　俊和

関東 東京都 大田区 ＢＯＤＹ　ＭＡＫＥ株式会社 5011401017180 整体師の職業訓練校を開校 榮田　聡

関東 東京都 港区 株式会社ＶＡＬＵＥＭＥＮ 4010401140027 宮古島で第一号のＲＣ建設によるモデルルーム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社リスペクト 1010001103122 企業理念を浸透させるためのｗｅｂサイトサービス「理念年報」 税理士法人ほはば

関東 東京都 千代田区 株式会社セイワ 3040001083938 採用リスクを低滅する新ビジネスモデルの医療業界転職サービス事業 株式会社ケーエフエス

関東 東京都 渋谷区 株式会社フィオーレ 9011001101422 エステ店による独自のスキンケア商品による小売事業への新規参入 兒玉　洋貴

関東 東京都 中央区 株式会社ユニゾン 7010001139689 スタジオでのウェディングフォト、スタジオ家族撮影の充実 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社マジカルハートビート 9011001096324 コロナに打ち勝つ雇用維持のためのテイクアウト型スイーツ店舗ＯＰＥＮ 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 港区 ｙｏｃｋｄｅｓｉｇｎ 国産生地とグラフィックを活かした新アパレルブランドの構築 小畑　満芳

関東 東京都 中央区 株式会社ティーシージャパン 4200001018595 「安心・安全な生活」を守る！ＰＣＢ除去事業への新事業展開 株式会社十六銀行

関東 東京都 江東区 ＢＡＮＺＡＩＨＯＵＳＥ 持続可能なアグリ（農業）リゾートの開発 沖縄県商工会連合会
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関東 東京都 豊島区 株式会社アクセスオンライン 9013301036728 中小零細企業向け「ビジネス的ＩＴスクール」の開設 辻村　登志子

関東 東京都 千代田区 株式会社メディエイド 5010001091611 国内初ヘルスケア版スーパーアプリ開発による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 江戸川区 ノーウォール株式会社 9011701019385 インタネット番組制作配信事業 上池　宏幸

関東 東京都 千代田区 株式会社経営承継 3011301020708 小規模事業者向け事業承継オンラインサービスのシステム開発と販売 神吉　耕二

関東 東京都 目黒区 株式会社バズったー 3011001118208 ＷＥＢマーケティングのノウハウを活かした、リユース事業への転換 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 港区 株式会社ｃａｎａ 9010401157438 多くの女性に喜ばれる地球に優しいエシカルファッション 佐藤　泰久

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤｏｇＨｕｇｇｙ 8011101072473 ペット用品のサブスクリプション販売サービス 第一勧業信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社唯愛国際 5010901038760 幼児運動プログラムを主に提供する事業発達支援事業所の開設 中野　智美

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＵＳＨＩＤＡ－ＳＨＩＮ 8011001114391 コロナを乗り切る！弁当事業と店舗営業の二毛作業態の開発 西河　豊

関東 東京都 千代田区 株式会社サクラウンジャパン 6010001167947 ライフエンディングに着眼した家族向けＡＩ搭載ＷＥＢ・アプリ開発 東京商工会議所

関東 東京都 練馬区 株式会社ごち魂 7030001083687 業種転換による冷凍食品テイクアウト店とＥＣ直販による全国展開 鈴木　正子

関東 東京都 杉並区 株式会社ＴＹクリエイション 9012401014271 ｗｉｔｈコロナを生き抜く地域に目指したパン製造販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉｔａｒｕ　ｐｌｕｓ４０５ 2011001120255 バー事業からフード事業「ロースト・サンド」への新分野展開 青井　卓郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｖａｌｕｅ　ｍａｒｋｅｔ 3030001115915 社内リーダーを育成するオンライン成長プラットフォーム「Ｃｏｍｍｉｔ」 小川　隆義

関東 東京都 北区 株式会社Ａ 4011501023484 健康寿命を延ばす！ピアノレッスンと運動機能訓練デイサービス 塙　健一郎

関東 東京都 足立区 えんむすび 東京の焼き鳥居酒屋が秋田でイノベーションを起こす！ドライブスルー併設カフェ設立による事業再構築プラン 秋田県商工会連合会

関東 東京都 大田区 エーゼットセンター株式会社 8010801019610 高齢者ＧＥＮＫＩプロジェクト 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社イーストメディカル 6011101044020 男性に特化したメンズセラムで中国越境ＥＣに進出！ 長谷　有希央

関東 東京都 大田区 有限会社バッカス・ジージーシー 8010802011533 自販機による自社製造加工肉の冷凍販売 大東京信用組合

関東 東京都 足立区 日商印刷株式会社 9011801010995 「接触」と「非接触」の両方で使えるハイブリッド型ＩＣカードによる新分野展開 株式会社阿波銀行

関東 東京都 千代田区 ＳｏＺｏ株式会社 6010001172385 ＳＤＧｓを推進するためのウェブメディア運営事業と検定事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 株式会社ベルマネジメント 7010401066896 祐天寺にて不動産業を営む会社がリフォーム事業等に挑戦 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社スペースマニア 9011001048795 美味しくたんぱく質補給『プロテインスムージースタンド』出店計画 小松原　史雄

関東 東京都 品川区 エレガンテ 未病ヒーリングサロンで健康に美しく！ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 グラアティア株式会社 8010401128183 クラウドキッチン情報サービス「Ｇｒｅｅｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ」 税理士法人イーグル

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｐａｒｔｙ 3011001102483 世田谷代田店舗再構築事業 牧　修

関東 東京都 千代田区 山口証券印刷株式会社 4010001085151 乗車券製造ラインを活用したカードゲーム製造事業の新規展開 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社アルダーインターナショナル 6011301023815 児童発達支援・保育所等訪問支援の多機能型事業所の開所 石原恵子

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＣＲＥＡＴＥ　ＧＲＯＵＰ 9010001138417 リラクゼーションシェアリングサービス事業 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 有限会社大谷商店 5011802010817 テイクアウト中心のマグロ魚介系食堂の開業 足立成和信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社シーセカンド 1011801008403 デリコッペの展開・浸透に主軸を置いた中食・冷食事業 塙　健一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社シープス 4011001104859 オンラインフィットネス対応型レンタルスタジオ運営 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｍａｎｉ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 4010001210304 ネイルサロン併設のセレクトショップ運営 京都商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社テイスト 4011201010824 ペットと暮らすお家時間 萩生田　富司喜

関東 東京都 港区 有限会社コンタクト・イースト 4010402030359 女性にも優しい地域密着型、サウナ付きキャンプ施設事業 Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 東京都 北区 ｍｕｓｉｖａ株式会社 7010001173580 小規模チャンネルに特化した企業や個人事業主に対するＹｏｕＴｕｂｅプロデュース事業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社松浦 8010501012849 問屋からメーカーへ～自社製品　ＰＯＬＹＧＯＮ　ＨＡＩＲ　ＣＬＡＷ　のブランド化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 足立区 株式会社ボストン 4011801018077 フロービジネスとストックビジネスの融合による経営の安定化計画 唐澤　寛

関東 東京都 江戸川区 株式会社バルビーブロー 2011701016315 ギャラリーを活用した撮影関係者のビジネスマッチングサイトの構築 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＥＭＣＯ 8011101045702 ＶＲ動画観光プラットフォーム事業 森　憲一郎

関東 東京都 大田区 株式会社ヒロコーポレーション 5010801026832 シェアオフィス事業の展開 イメージワーキングサービス株式会社

関東 東京都 町田市 株式会社ランフューチャー 7012301011809 自社開発ミリ波レーダによる非接触型ＩｏＴエッジデバイスの製品化 町田商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社ｈＬａｍｓ　Ｂｅａｕｔｙ． 4012401022816 スタジオレンタルから動画企画制作配信事業へ 坂倉　宏次

関東 東京都 世田谷区 有限会社アトリエＳＮＳ 4010902025164 建築家が設計する癒やしの家具製造・販売事業 鴨下　智法

関東 東京都 大田区 株式会社ベルツリー 1010801022694 ヘルスケア／電子部品事業から広告販売／配信事業への新分野展開 中村　健一郎

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｊ．Ｄｉｓｃｏｖｅｒ 6011301020481 経営課題の解決に書籍を活用する企業出版サービスへの進出 鯉沼　和久

関東 東京都 渋谷区 株式会社たまき家 3011001057521 飲食店への卸売から自宅用高級焼肉セットの小売への事業転換 合同会社ＫＤＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 合同会社ビヨンドワールド 4011103008891 非対面モバイル注文システム等を持たせた新規ＰＯＳレジ機の開発・販売・設置・メンテナンス 水谷　弘隆

関東 東京都 中央区 株式会社エイチ・ケー・エスジャパン 8010001011806 ＥＣサイトの構築と、ＳＤＧｓに配慮した自社生産アパレル商品の販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ジールアソシエイツ 3010001086282 デジタル・エクスペリエンス事業による事業再構築 青木経営コンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＩＩ　Ｔｈｒｅｅ 5011001067394 奄美大島　瀬戸内町海底ワイン事業 今橋　英士

関東 東京都 中央区 グローバル・ビジョン株式会社 1010001105597 既存卸売商品の特性、情報力を生かしたＥコマース事業への新展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 奕和胤仕合同会社 6010003023058 日本商品を販売するＥＣ越境ネットショップの構築、宣伝 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社平岡 2010501011162 見積計算のパターン化と外注加工先の最適マッチングのシステム化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社貴美旅館 5013302002352 老舗旅館が仕掛けるテレワーク＆３密回避に特化した蔵カフェ 大人信一

関東 東京都 目黒区 株式会社グリッターズ 3013201014244 冷凍食品オンライン販売事業計画 江幡　淳

関東 東京都 台東区 株式会社エリー 7011201018658 チャイニーズディッキーズ＆デザート工房の開設による利益拡大事業 細田俊男

関東 東京都 足立区 ジュースバーロケット 動画を中心としたオンラインによる地域コミュニティ活性化事業 足立成和信用金庫
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関東 東京都 新宿区 一般社団法人日本リラクゼーション業協会 2011105003694 リラクゼーションセラピスト認定資格試験のＣＢＴ試験転換と会員サポートシステム新規構築 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 新宿区 ココロノビートエンターテインメント株式会社 9011101076713 感染防止と新技術導入でコロナ対応型総合プロデュース企業へ転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 調布市 ＳｍａｒｔＳｗｉｎｇ．Ｐｒｏ デジタル技術を活用した個別指導特化型の室内テニス練習場開設 多摩信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社ｄ－ｍｕｓｉｃ 5012701011666 アーティストとファンをネットライブで繋げて行う、特典付き商品の販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 有限会社秦川堂書店 9010002044069 変幻自在なＥＣサイト連動型新古書店 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍａｒｉａ 6010001149251 Ｆｕｓｉｏｎ（多国籍）ＦＯＯＤ　＆　クラフトビールのお店！テイクアウト、出前に参入！ 太田英雄

関東 東京都 板橋区 有限会社ウィーズ 1011402001154 軽トラックに特化し着脱可能なシェルを使用したキッチンカー（キャンピングカー）ビジネス 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社つなげーと 8012401021236 学びたいユーザーと専門講師、門業者、個人事業主・フリーランスのマッチングプラットフォーム 小川　隆義

関東 東京都 文京区 名酒センター株式会社 6010401029961 ウィズコロナに向けた日本酒イベント・メディアのデジタル化戦略 東京中央税理士法人

関東 東京都 中央区 ケイレックス・テクノロジー株式会社 4010001086298 開発経緯をリアルタイムに可視化する「エンジニアリングチェーン追跡ツール」の開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社展示会ブース装飾 1011701008783 ＬＥＤ照明を利用した集客効果の高い木製の展示会ブースの装飾 東京東信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社イーフロー 8011001046619 コミニュケーション・ロボットによる介護施設利用者向けサービス 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 東京都 中野区 株式会社ＲＡ 2011201021006 テイクアウトをメインとしたフレンチビストロ店の出店 横山　和志

関東 東京都 渋谷区 株式会社ふくまる 1010001132385 脱アルコール　文庫カフェ事業 永野　正剛

関東 東京都 八王子市 有限会社ケーアンドティーデザインスタジオ 1010102002363 富士山を眺望する倉庫を改築し、ギャラリー兼参加型体験施設を新規に展開 西武信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社水雅 7011301012395 富山県魚津市の古民家回収及び宿泊・ワーケーション施設運営事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 世田谷区 アベー 東京尾山台の本格フランス料理外販事業計画 税理士法人トップマネジメント

関東 東京都 中央区 グッドジョブ株式会社 7010001185576 ＶＲ／ＡＲ動画コンテンツの企画・制作サービスで業態転換 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 杉並区 荒井硝子株式会社 1011301000414 建設会社向け顧客管理／受発注システム提供事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 中野区 株式会社アッカ 7011201020085 隙間時間で受講可能なオンライン型ワインスクールへの進出 石田　智久

関東 東京都 文京区 株式会社ハーテイネス 3010001006323 学習効果を高めるＬＭＳ型フィードバック・オンライン研修サービス マエサワ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｏｉｓｅａｕ　ｏｒ 4010401118980 高級居酒屋から高単価ダイバーシティすし店への事業転換 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＯＮ 4011101083516 デリバリーにも対応したクレープ販売店舗出店計画 髙橋　創

関東 東京都 千代田区 リンパ球バンク株式会社 6010001088813 ＮＫ細胞の活性検査によるがん検査事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 青梅市 株式会社内山商事 9013101008241 ～百年以上続くオーダースーツ店の技術を活かして新分野への挑戦～ 青梅商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社花門フラワーゲート 6010001114676 凍結技術を用いた新製品、新市場の開発 豊原弘行

関東 東京都 港区 ＴｈｉｎｋＸ株式会社 6010401116248 ＡＩ＋システムのカスタマイズソリューション販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ワイバン 5011601017377 今後を見据えた非アルコール飲食業態への新規取り組み 下倉　紀人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆｕｎｉｃｕｌａ 8011001098494 朝昼晩と気軽にテイクアウト・宅配、立食できる業態開発 坪井　豊明

関東 東京都 文京区 株式会社ｓｋｙｂｅａｎｓ 1011001052994 国内在住のハイブリッドターゲット（休日レジャー／平日ワーケーション）貸別荘事業への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ディーシステムズ 7010401053622 自社Ｓａａｓ製品販売事業「ＨＡＣＣＰクラウドソフトウェアサービス」　事業計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ブライト 6011301019540 カフェ＆アジアン雑貨・家具の販売 髙橋　創

関東 東京都 港区 株式会社フライアウト企画 7010401046262 次世代コンテンツを低価格で提供するモバイルクロマキーＶＲシステム 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社近江屋牛肉店 1010001109342 冷凍弁当ダイエット食の開発と会員制定期配送サービス 青山裕之

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｏｌｄｅｎｌｉｇｈｔ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 7011101067400 不動産仲介業から日本初「中国無形文化遺産の串焼き・海鮮料理店」への転換 谷田部　智子

関東 東京都 豊島区 株式会社ＯＮＥ　ＳＥＮＣＥ 5013301044247 コンセプトカフェ専門ポータルサイトの構築 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社タクティカート 7011001126082 クラシック音楽の新形態プラットフォーム制作による事業再構築 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｎａｃｏ 2020001115396 海外不動産事業から“日本の島”の農畜産物の産直販売事業への業種転換計画 安川森平

関東 東京都 豊島区 有限会社百千 6011302016041 地域に密着した、町の精肉需要を一手に満たす精肉店 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社東京日英 8010601036707 語学スクール＆コワーキング・コラボレーション創造事業 あおぞら税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社新宮川 4010401013645 創業１２６年鰻屋の認知度を生かした惣菜テイクアウト店舗事業 城南信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社エスティサービス 4011501012751 産直食材・本格フレンチ惣菜・地域名品の小売販売による新分野展開 城北信用金庫

関東 東京都 大島町 大島マリンサービス株式会社 7010001131217 島の船客待合所食堂を、島の食事情を考えた数少ないパン製造工房へ。 東京都商工会連合会

関東 東京都 大田区 株式会社パドマ 6010801022789 海外農場から直接仕入れることで実現するダウンアップ戦略の実現 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｓ．Ｋ．Ｐ． 4011801033670 「テイクデリ　炭」テイクアウト再構築事業計画 中ノ郷信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社オパルス 5011101068037 非対面ビジネス強化のための動画収録・配信スタジオ経営 相原　恭子

関東 東京都 新宿区 有限会社ハナワークス 1012402021968 男性用頭髪化粧品Ｗｅｂカウンセリング型　ＥＣサイト主力事業構築プロジェクト 水原　英徳

関東 東京都 府中市 株式会社Ｊ　Ｇａｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ 5012401023813 天然酵母を使ったロシアパンの製造及び店舗販売とネット販売による食品販売分野への展開 上田　曽太郎

関東 東京都 江東区 株式会社スイミージャパン 5140001025969 飲食業に関わるオンライン教育事業への参入 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ばさら 1011101090069 創作イタリアンレストランがテイクアウト専門店運営で事業再構築 合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 杉並区 アンフィー株式会社 4011301020178 リース形式による中小製造業への技術営業サポートの収益スタイルの構築 森口智志

関東 東京都 中野区 株式会社カラーズ 4010601051049 外国人向けオンライン学習事業 岡本　道雄

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ニシムラ精密地形模型 1012401016184 老舗模型会社が挑戦するバーチャルリアリティ事業 多摩信用金庫

関東 東京都 北区 特定非営利活動法人彩結び 5011505001915 多世代が集う遊び場”街のリビングルーム”で遊びを通じた交流を 常住　豊

関東 東京都 品川区 株式会社ウッドテック 9010701011897 どこにいても簡単に見れるリモート展示会 城南信用金庫

関東 東京都 あきる野市 有限会社オウン・ピー 1012402022347 業種転換～アクセサリー販売からアクセサリー制作技術の販売へ～ 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫｅｙＰｒｏＣｒｅａｔｉｖｅ 8011101047021 職業訓練支援システムのクラウド提供による自治体ＤＸ化の推進 水城　実

関東 東京都 台東区 株式会社セブン新社 4010501006697 出版業からＹｏｕＴｕｂｅ動画製作関連事業への新分野展開 黒瀬賢史
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関東 東京都 中央区 ウェイリン・ジャパン株式会社 2010001168486 地域活性化する地域特化型の情報配信プラットホームの運営 株式会社フォーバル

関東 東京都 中野区 株式会社セブンピース 6011201011283 在留フィリピン人の家計に優しいフィリピン産食品のカタログ通信販売事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 板橋区 大西つよし 最小化を遂げた国内最高峰のボーカルディレクションを受けられるレコーディングスタジオ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 いずのわさび ウィズコロナ時代の体験型農業サービス 静岡県商工会連合会

関東 東京都 大田区 Ｊ・フロンティア株式会社 3010801019169 最新の美容機器を利用した女性専用のデリケートケア事業の取組み 河村裕司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰｌｅａｓｕｒｅＣｒｅａｔｉｏｎ 5011701022079 自学自習型オンライン音楽学校 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ベスト 8011701022274 加工業からエイジフリーに特化したアパレルブランドへ新規進出 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｓｐｉｎｃｏａｓｔｅｒ 5011001100964 ブロックチェーンを活用した著作者向け自動収益分配システム 伊東晃集

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワクワーク・イングリッシュ 4011001065606 地域と世界とつながるコ・ラーニング拠点創出事業 株式会社八十二銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社下井 1010902025984 頭皮環境改善ヘッドスパで美髪を実現、そして心もリフレッシュ！ 昭和信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＡＳＩＲ 9012401031218 医学部専門チケット制オンライン予備校『メデュチケ』 多摩信用金庫

関東 東京都 国立市 ギャラリー国立 アートギャラリーのバーチャル展示およびライブ配信サービス事業 株式会社クロスタウン

関東 東京都 新宿区 株式会社キッズプロモーション 8011101027948 人形の街・鴻巣でつくる国内産、小ロット、オーダーメイドの動物園向けのおみやげもの製造 真鍋利明

関東 東京都 杉並区 株式会社シー・トゥ・ディ 5011301020235 戦略分析自動化システムを活用した企業情報の提供サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ワールドツアーズ 4013301018103 医療ツーリズムを代替する「越境画像診断支援システム」の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 有限会社ショコラ 4011002029535 デザインの経験を活かして、新しい時代に向けた　クリエイティブを発信出来るハウススタジオを設営 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社Ｙｏｕｒｓ 1010403012739 内装付きレンタル店舗・事務所計画 駒田　裕次郎

関東 東京都 足立区 株式会社ｉｎｖｅｓｔ 9011801036000 脱対面販売を目指しポータルサイトを活用したマッチングサービス 吉川　峻

関東 東京都 千代田区 株式会社サイトパスファインダー 9010001129044 固相トランスフェクションによる遺伝子編集細胞作製用プラットフォーム開発 協同組合企業情報センター

関東 東京都 杉並区 株式会社アルマドール 5011301022636 「密」を避けた、ＤＩＹ体験が出来るキャンプ場事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社三葉製作所 5010701009458 同方向２軸押出機の開発による製品ラインアップの充実と事業拡大 株式会社八十二銀行

関東 東京都 足立区 株式会社恵信工業 8011801013801 建設現場用環状フープ筋の高周波溶接による製造施工 東京中央経営株式会社

関東 東京都 三鷹市 有限会社萬喜商店 4040002036588 業界初・仙川地域の高加水パン製造による不動産賃貸業の業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 東村山市 有限会社ディオス 5012702003134 サイクリングフィットネスジム及びサイクリングツアーの新展開 青梅信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳｃｉｅｎｃｅＲａｂｂｉｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 9013301035705 配信・収録・撮影がワンストップで可能なアーティスト向けスタジオ提供事業 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 中野区 株式会社アスモ 6011202007561 介護施設紹介業の開業支援・育成プログラムの制作・教育提供事業 税理士法人第一経理

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＩＣ 4011101078152 日本語学校向け業務管理・経営支援プラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 江東区 株式会社ネプチューン 5010601005103 老舗レストランの強みを活かすリアル・オンライン料理教室への進出 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＵＮ　ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ 9010001189253 「漢方薬局」×「アニマルウェルフェア」×「鍼灸」で健康にアプローチ 長谷　有希央

関東 東京都 品川区 万屋物産株式会社 7470001005498 タレント／モデルオーディションプラットフォームサイト「ｃａｓｐｌａ」の事業化 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 東久留米市 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＨＯＫＵＴＯ 8410001010338 リバースエンジニアリングが可能な体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 千代田区 株式会社さわ研究所 1030001031899 看護教育におけるＤＸ教育サービス業への業態転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社ストラット 4013102002859 「塗るプロテクションフィルム」に取組み自動車以外の市場に進出する 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 魚熊株式会社 4010501041711 地元・観光客に人気の和風飲食店が惣菜小売・ＥＣ通販に業種転換 落藤　伸夫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｕｎｎｙｌｉｖｅ 8010001207932 英語で日本料理技術認定資格を取得出来るＥラーニング事業及び地方創生に貢献するＥＣ事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ｂｌｏｗｏｕｔ 8010401144791 デジタル音楽マーケティングで音楽業界を牽引するプラットフォーム事業 西河　豊

関東 東京都 豊島区 株式会社ＴＳＰ 1013301025878 当社ブランド車上用３６０°カメラの製造販売と画像解析システム 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 大洋印刷株式会社 7010401017511 国際アパレルブランド向け印刷技術を活かした服飾生地のオンデマンド生産 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＮＧ 6180301021465 軽貨物運送業界の発展に役立つプロドライバー管理サービスの提供 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社完熟屋 1010601040748 日本初、蜂蜜含有量６５％の濃厚蜂蜜酒を実現する醸造施設の構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 トク・テック株式会社 2010801016299 平面研削盤での半導体ライン向け超極薄板加工への先進的業態転換 城南信用金庫

関東 東京都 葛飾区 プラスウェイジャパン株式会社 6011801032720 コインランドリーをリラクゼーション事業に取り入れて再起を目指す 藁　信博

関東 東京都 港区 Ｂｌｕｅ株式会社 6010401146476 パブリックからプライベートレストランへ転換、少人数の会員制レストランの開設 鶴間規文

関東 東京都 港区 株式会社ｆｏｒｅｄｇｅ 9010401122722 外国人のための人材紹介プラットフォーム運営 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 日本電磁測器株式会社 8012801001259 低価格高性能ネオジム焼結磁石の量産装置製造事業への進出 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 東京都 葛飾区 株式会社萬來軒 1011801003981 新商品冷凍ラーメンセットを開発、キッチンカー事業へ業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 葛飾区 東産業株式会社 4011801000183 ＩＯＴ機器を用いた焼肉店用排気ファンのメンテナンスサービス事業 朝日信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社手紙社 7012401022499 ビール市場の中で拡大する発泡酒やクラフトビールの製造計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 サワ建工株式会社 3011801017856 全国の空き家・空き室を再生する（空き家ＺＥＲＯ） 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 有限会社ゴーチ・ブラザーズ 8010902026225 ＲＧＢスタジオ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社サーフェステクノロジー 1010001188097 名古屋高速道路公社への技術提案による新分野展開の実施 井上大輔

関東 東京都 昭島市 株式会社奉徳はないけ 5012801008694 デジタル技術の活用による、シェアリングランドリーシステムの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 三鷹市 株式会社三鷹金属化工所 2012401013040 電気自動車等に用いられるダイキャスト品のアルマイト処理 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 品川区 株式会社モナミカメラ 7010701009753 Ｗｅｂを活用した中古時計レストア販売 城南信用金庫

関東 東京都 港区 Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｏｋｙｏ　ＴＫＮＹ　ＧＬＯＢＡＬ合同会社 8010403012930 室内での密を回避するため新たにライブストリーミング事業を開始 株式会社ステラコンサルティング

関東 東京都 小金井市 有限会社佐々木工業 2012402014723 積算・図面・埋設の技術を活かした電線埋設工事への参入 西武信用金庫

関東 東京都 青梅市 大和製函株式会社 8013101003788 平盤打抜機導入による段ボール単一素材リターナブル包装用内装部品の開発 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 新宿区 有限会社プンクト 6011002035845 デジタルマニュファクチャリングデータ技術コンサルティングサービス 藤田正男
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＯＴＯ 9010901033551 日本初！ 過疎地で自社＋委託醸造のハイブリッド 都市型ワイナリー 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社Ｋ２カンパニー 5011401019053 福島県会津若松市にて会津剱伎道発足 木寅　雅之

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｕｔｕｒｅｓ 8010001173992 空き家・空き地を活用した地方創生支援事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社江戸ッ子寿司 9010002007777 江戸前寿司でも回転寿司でもない新たな寿司店を展開し復活する。 藁　信博

関東 東京都 港区 株式会社ヒロモリ 8010001102431 ＳａａＳ型プロモーションプラットフォームの開発・提供 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕｎ 3013303001958 低炭素技術による防災トレーラーハウスの開発とメンテナンス事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 株式会社メジャメンツ 7010001141397 デジタルコンテンツも扱うアクセシブルＥＣサイト運営事業 西京信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ　ｃｕｌｔｉｖａｔｅ 7010101014437 凍結解凍覚醒法を用いた国産コーヒーの６次産業化事業 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社柏倉建装 4011701016040 戸建て向け外観塗装から商業施設向け遮熱断熱特殊塗装事業へ展開 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ザクレス株式会社 6010501040323 ハンドメイドケーブル単品生産から新装置導入後、量産・用途・販路拡大計画 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社京橋花き 1010801003125 花き仲卸業のＤＸ推進により生産者と消費者を直接結ぶＢｔｏＣ企業へ転換 斉藤　大

関東 東京都 立川市 有限会社チェリーアンドローズ 8011202007790 立川初のニューヨークピザ店によるテイクアウト・昼間需要の開拓 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｓａｌｏｎ　Ｒｙｕ 4010401150298 ＶＲ端末を利用して世界に通用する高い美容技術を体験型で提供するオンラインスクール 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社石田金型製作所 2010802001201 金型製造の下請けから、自社製品製造への事業転換 藁　信博

関東 東京都 新宿区 株式会社レッドクリフ 4011101087756 ドローンショーのサブスク化により、最先端のエンターテイメントを日常に 西京信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社アクアプランニング 7011701019560 ペットサロン・ホテル事業を核としたＢｔｏＣ事業再構築 伊禮　衛

関東 東京都 千代田区 株式会社越前興業 4010002007781 自社物件を活用したレンタル収納スペース事業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 中央区 Ｖｉｔａ　Ｒｉｃｃｏｓ株式会社 6010401085402 先端技術！ライブＡＲツールを活用した新事業展開による業績回復 北村　亮太

関東 東京都 葛飾区 株式会社タカヤマ 6011801003837 レアメタル加工技術を活用した半導体分野への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 台東区 株式会社東商會 5010501000006 オンラインサポート付きロードバイクレンタルサービス・小売販売事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社梯 8011001053391 会員制食サブスクリプションサービスの提供とオンライン料理塾 ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＢＪグループ 9010701026722 様々な食品原料にリポソーム加工を施し、新たなジャンルのサプリメントの販売、製造、ＯＥＭ提供 田部井　修

関東 東京都 杉並区 株式会社ノーチラス 6012701011203 建築業界に精通したシェアプレスルーム・レンタルスタジオ業へ転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 株式会社ヒナタデザイン 2013201015747 商品の『サイズ』情報に特化したアフィリエイトサイトの運営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社タオ・エンタープライズ 9011501011229 空間リノベーションでカラオケボックスから高品質エステへの転身 税理士法人税務総合事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＵＴ・キャリア 5010401124334 Ｗｅｂ完結型のマッチングサービスと連動した研修システム及び職場紹介事業について 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 ＤＲＥＡＭ　ＡＳＩＡ株式会社 6010701025495 ワーケーション来訪者と海水浴客に向けた、通年営業の焼肉店の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 明和電設工業株式会社 2010701009683 電設のプロが拘りぬいた「安心安全設備」「環境配慮」「ここだけの景色」の３拍子揃ったキャンプ場 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 ＶｅｇａＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 2010001138308 新たなスタジオ（バーチャルプロダクションスタジオ）ビジネスの実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉｎｔｅｒ－ｗａｖｅ 7011001071601 ビル屋上でコロナ対策を徹底し安心して利用できるＢＢＱ店の運営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 真和建設株式会社 2010001144768 「高性能掘削機を用いた地中障害物撤去事業の新規展開」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 ソルバーネットワーク株式会社 6011001045465 介護分野に特化したカスタマイズ型着手金・保証付サービスでの人材紹介新事業化 小見山　満

関東 東京都 中央区 ストップイットジャパン株式会社 1010801026092 ＳＴＡＮＤＢＹシステム開発 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社ミリネグローバル 9010401107228 機械学習を活用した機関投資家向けリアルタイム情報提供サービス マジェステ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社２８ 8011001068753 中堅企業向けデジタル動画配信用スタジオの運営 小林　孝至

関東 東京都 板橋区 ユーテック株式会社 9011601007127 直下型地震対応耐震通風ドア製造販売事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社影技 9010401130337 長期保存が可能な「からすみ」のテイクアウト・ＥＣモールでの販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社アサヒケーティー 7012801000063 コロナ禍に対応した医療等衛生商品クリーニングへの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ラリーズ 1011001115792 業界唯一独立系ＷＥＢメディアが挑戦する卓球ＶＲｅＳｐｏｒｔｓによるＤ２Ｃ事業 村田　良一

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＯ 2010701027677 豆腐の製造・販売と飲食の複合業態　－アルコールに頼らない新たな食のビジネスモデルの創出－ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ヒューマＲ＆Ｄ 6010401065172 コロナ禍に合致したＡＩ分析情報提供付き臨床試験ビジネスの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 有限会社ｅｎ 9011002031973 ｗｉｔｈコロナにおける野外音楽ライブの興行と、そのコンサルティング事業 城南信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社美多加堂 4013401001611 中小ローカル菓子の市場創出（ＥＣプラットフォーム事業） 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＣ 7011101061171 料理人を支えるクラウドキッチン店舗マネジメント事業 山本　孝之

関東 東京都 大田区 羽田市場株式会社 7040001087927 鮮魚仕入ルートの強みを活かした一般消費者向け鮮魚通販事業への転換 東京中央経営株式会社

関東 東京都 品川区 富士総合食品株式会社 7010701008433 『冷凍食品』製造、販売による消費者向け冷凍食品市場への展開 千葉県商工会連合会

関東 東京都 三鷹市 三鷹光器株式会社 5012401013038 革新的な抗力揚力ハイブリッド型風力発電システムの開発及び販売 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社メルメクス 3011001049106 世界でブームのｅスポーツ。その選手に応援を送れるオンライン広告事業 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 千代田区 株式会社ソフィアエムジー 4010001116328 日本初の脳刺激デバイスを活用したスポーツテック型フィットネスジム 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 渋谷区 ジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社 8011001127146 有名人コラボ商品の製造工程の内製化による売上・利益の改善 景山　洋介

関東 東京都 品川区 株式会社クラフト 7010701017731 内製化による一貫生産で差別化を実現！真空部品洗浄事業への進出 沼津信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社マッチファインダー 8011501011163 音楽がある生活を提案するカフェ「マイリスニングルーム」開業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 港区 有限会社アヨモット 5010402023519 異なる美容業態を多角展開してコロナに負けない経営安定化を図る事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社アステージ 9010001024757 国際観光都市富士河口湖で観光ＤＸを推進するワーケーション関連事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社ロプ 3010701022594 ライブ配信・オンデマンド配信による効果的学習サービスの提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 株式会社インターキューブ 6010401064463 栄養・旨味・香に優れた丸大豆ペースト及び関連商品の製造販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ワイズフォーリビング 5010701010234 ニューノーマル時代に対応した１．５マイルメンズウェアのＥＣ販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 東大和市 合同会社オフィスククリ 6012803000590 自宅でレストランの味を再現出来る冷凍メニューの開発 東京都商工会連合会
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関東 東京都 品川区 株式会社アライズ 8010701023142 『Ｎｅｗ　Ｂｉｏｎｌｙ』開発事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 江戸川区 株式会社オーティーエス 3011701001753 アパレル物流のワンストップサービスで産業変革！デジタル印刷機導入計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＦＲＡＮＺ 1010401160333 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥ　ＦＲＡＮＺ 福井敦

関東 東京都 中央区 株式会社ハーツアンドソウル 7010001114790 生鮮食品卸業の受発注業務ＤＸ化支援ソリューションの開発、提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 和饗エコファーム株式会社 9290001033326 楽しくＳＤＧｓに取り組む機会を提供する資源循環システム 平鹿　雅之

関東 東京都 立川市 株式会社ＦＯＲＩＥ 4012801019890 ハンドクラフト（ＤＩＹ）を軸にした複合サービスの開発 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ 2010401047174 新規顧客層向け、ＥＣ販売システムの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社キューロクゼロ 2010401116540 人脈と地域コミュニティを活かし、医師監修「顔・肌専門エステ」経営へ さわやか信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社アーバン 3013401004490 ポストコロナに対応した外食事業への事業転換計画 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 ダブルビーホールディングス株式会社 4010001158295 急速冷凍技術の導入による特産品の国内流通および販路拡大事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社ヒトノエ 8011801033444 ＡＳＯＶＩＶＡプロジェクト 梅川　貢一郎

関東 東京都 大田区 株式会社栄工舎 7010801001370 日本のものづくりを支える金属加工業者の、技術を最大限生かしたダイヤモンド切削工具等への参入 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 武蔵野市 ネットコマース株式会社 7010001070233 八ヶ岳山麓におけるＩＴ人材向けワーケーション施設による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 エスケー工業株式会社 9010801015542 自動車部品加工から半導体製造装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 中央区 汐留プロパティ株式会社 2010401131192 一般消費者の有効な資金運用を可能にする不動産投資型クラウドファンディングシステムの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ビーズインターナショナル 3013201011828 自社のブランド力を活かしたスポーツ事業（女子プロサッカーリーグ）への新規参入 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社プレゼンス 6011001046158 顧客接点拡大のための予約サイトを構築し、新たな顧客開拓を狙う事業 大坪　要

関東 東京都 あきる野市 株式会社オーエスサービス 5013101005993 リサイクル羽毛製造事業の新分野展開とＳＤＧｓへの貢献 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社アート校正 4011102000131 デジタルプリンタ設備導入による小ロット特殊印刷事業の立ち上げ 坂田　卓也

関東 東京都 墨田区 キップス株式会社 8010601010042 独自の縫製技術を活用したオリジナルワークウェア分野への進出による事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社常盤堂雷おこし本舗 8010501013310 飲食業からの撤退、小ロットでのオリジナル製品によるおこしの高付加価値化 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＭＵＳ 2010001171473 アウトドアスポーツ好きが「遊ぶ」「働く」「暮らす」街づくり事業 芝信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＰＲＡＩＡ 7120001132658 ＷＥＢマーケティングを活用した女性靴事業の海外展開 株式会社大三経営事務所

関東 東京都 北区 第一精機株式会社 9011501002566 パイプ・形鋼長尺材の高精度・高付加価値加工分野への進出で事業再構築を図る 株式会社ＡＢＣオフィス

関東 東京都 渋谷区 ＬＩＶＥＲ株式会社 9011803003056 ジャパニーズインフルエンサーに特化したマッチング・サポート事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 府中市 株式会社青木屋 5012401000011 急速冷凍技術の導入と冷凍スイーツ開発による老舗菓子店の業態転換 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エムアールシージャパン 3010001070880 団体向けホテル民泊＆レンタルスペース事業による地域貢献へ 粕谷　智和

関東 東京都 新宿区 株式会社テーブルカンパニー 5011001057338 高品質おがくずの生産・販売を行い、発酵温浴ブランドの維持向上を図る新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社エコー 6011601010703 高額なセキュリティ用紙を使用しない偽造防止印刷技術で金券印刷分野への進出 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 千代田区 児玉化学工業株式会社 5010501016027 新複合材成形工法の技術確立で、脱炭素・ＩＴ需要を取込む業態転換 株式会社創造経営センター

関東 東京都 江東区 株式会社ピア 5010601024474 ハウススタジオのデジタルハイブリッド型スタジオへの業態転換 青木　章太

関東 東京都 品川区 株式会社おとなり・ともぞう・企画 5010701030083 都内の和楽器奏者のニーズに基づくスタジオ新設と楽器レンタル事業の取り組み 小林伸行

関東 東京都 新宿区 株式会社防災技研 7030001114566 山林を維持管理する点検事業から、山林を楽しむキャンプ事業への進出 東京信用金庫

関東 東京都 三鷹市 中山産業株式会社 1012401012852 コロナ時代の新しい習慣に対応したオンラインテニスレッスンスタート！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社太郎 9010401079806 自社養殖鳩（ハト）肉による加工食品製造販売 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 台東区 有限会社辻むら 7010502007287 「ふぐ」「すっぽん」通販事業と甘味販売事業による事業再構築 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロバイドジャパン 9040001022386 住居から就労まで支援する千葉初の障がい者グループホーム・就労移行支援事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 セブンシックス株式会社 9010401068800 プロモーションＤＸで自社・取扱製品のクロスセルを促進して売上高・利益率アップ！ 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社魚金 7010401007149 「イートイン＋店頭販売」を行うハイブリッド店舗への業態転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社メディアリンク・アイ 5010401041546 最先端デジタル技術を活用した地域密着型の卸市場の変革推進 伊藤　文彦

関東 東京都 世田谷区 株式会社キッチンたかさき 9010901039227 震災地域の酒蔵の「燗」と旬海鮮のペアリングを提案する飲食専門店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 目黒区 合同会社村田鑑定評価・経営研究所 6011003007570 不動産鑑定士がＡＩツールで拓く地方移住支援不動産ビジネス
株式会社サテライト・フィナンシャル・アドバイザ

リー・サービス

関東 東京都 千代田区 株式会社あさなぎコンサルティング 3010601053855 飲食店×ＤＸを実現する動画配信スタジオ事業 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 江東区 サクライノベーション株式会社 5010601049819 亀戸から世界へ！光学イノベーティブエンジニアリング関連事業 株式会社京葉銀行

関東 東京都 練馬区 有限会社アキノス 6011602020412 コロナ後に向けた３０坪居酒屋の団体・宴会・アルコール依存からの脱却 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社キヨスミ製菓 4010501017166 浅草と「おこし」の歴史を伝える商品開発並びに店舗／ＥＣの展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 青梅市 株式会社鬼塚硝子 3013101003512 ガラスと金属との直接接合技術を用いた気密封着製品の開発 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴＯＵＲ 8010401121543 ６次産業・自然エネルギーを融合した農村におけるＳＤＧ‘ｓ実現事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社隼 3010001121147 設備データの収集及び自動解析サービス 吉田　琢

関東 東京都 江東区 業プロ株式会社 9010601027696 革新的不動産内覧管理サービスの展開とＡＩによる生産性向上 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 ＣＭＬ株式会社 2011101071828 日本中小企業を中心の中国向け越境ＥＣサイトのブラントホーム事業 東京信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社日吉 9010001094230 『超有名レストランのシェフズチョイス野菜セット』販売サービスの開発 景山　洋介

関東 東京都 大田区 株式会社日本アイジーエム 2010801000939 工業用スイッチやプラグ製造における切削技術を活かしたＰＣ用電子部品分野進出事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ニッシン 6012801003034 医療技術の高度化に資するＭＲＩ部品加工工程を革新する業態転換 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＥＬＡＴＩＯＮ株式会社 2010401126936 ライブグッズ販売事業からリセール事業への新分野展開 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 港区 キャッシュビー株式会社 6010401122519 「ビッグデータ収集・分析・提供基盤」開発とサービス提供 高橋　利忠

関東 東京都 新宿区 株式会社綱八 5011101013158 老舗天ぷら屋が挑む若者開拓型とり天のテイクアウト＆デリバリー 株式会社三井住友銀行
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関東 東京都 港区 株式会社ｓｍｏｏｔｈ 7010001123478 ビューティー特化型動画制作事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 千代田区 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 7010005018939 アミューズメント産業のＤＸを推進する業界統一データベース構築事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 国分寺市 株式会社ふじなわ 3012401002620 肉の卸売業から、飲食業と小売業併設型のニューノーマル店舗開設の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 中央区 有限会社上瀧コーポレーション 4300002005599 銀座の高級中華料理店が挑む、新たなテイクアウトと出張料理 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 東村山市 株式会社秀和 9012701001449 国産クーラーボックスメーカーが挑むホームセンター向けＯＥＭ事業 小松原　史雄

関東 東京都 国立市 松本設計ホールディングス株式会社 7012401010470 構造設計により蓄積された知識と技術力を活かした、ＡＩ耐震診断・ＡＩ維持管理サービスの開発 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社インタークリエイティヴ 3010001037203 ＳＥＳ事業向けＡＩ要員管理及びマッチングシステムの開発 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社ハレおすぎインターナショナル 5011101071255 楽しく英語で遊べる『Ｒｅａｄ　ｉｔ　ＬＯＵＤ！』オンライン教室の開校事業 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 杉並区 オーガニックスタイル株式会社 3011301012606 ＡＩを使った売上支援型オンライン予約管理システム 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＴＨＩＮＧＭＥＤＩＡ株式会社 4011001121276 モバイル中継装置を活用した屋外対応型ライブ配信ソリューション さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社洋星 3010001125321 世界の生鮮魚介類を扱う卸売事業者による「甘えびパウダー」の製造販売 経営創研株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社ミライエ 9010701037406 高齢者向け防災情報受信端末製造による統合型サービスへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エース電研 6010501021744 設備を１台毎のユニット化することによる設備レンタル事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社オクテック 4013201007957 高輝度高コントラストのコンテンツ体験・実験ルームの整備と運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社マッハゴーゴー 1011002023160 リアルとデジタルを融合させたディープな体験型小売業へのシフト 梅田　泰宏

関東 東京都 大田区 株式会社アジアマテリアルテクノロジー 8010801000396 海外個人顧客向け日本伝統工芸品ライブチャット通販事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 千代田区 三葉工業株式会社 5010001030065 秋葉原のワイン居酒屋がカフェ・キッチンカー事業へ新分野展開 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 台東区 株式会社ニユーロンドン 9010501009976 『業界初』総合コーディネートアプリケーションサービス販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 インタアクト株式会社 5010001000662 安心・安全に外出ができる高齢者や視覚障がいのある方に向けた外出支援サービス 田部井　修

関東 東京都 港区 シータグループ株式会社 5010401146774 障がい児受け入れ型の自然体験キャンプ場「ライフベースキャンプ」の運営 中村　健一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ヌーベルバーグ 4010001091356 最新映像配信スタジオ構築による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社Ｓｈｉｎ’ｓ 7011401021503 オンライン料理教室＆食材のＥＣサイト販売事業 山本　孝之

関東 東京都 千代田区 北海イーファーム株式会社 9010001180278 余剰農産物を救え！栃木発クラウドファーム！ 興産信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社森中製作所 4010801020134 ファイバーレーザ溶接機の導入による食品製造装置用部品への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ティー・エス・ティー 8010601024918 高性能大型機械導入による新製造方法等による建築再開発用鐵骨大梁の製造販売。 梅津徹朗

関東 東京都 北区 株式会社日乃本錠前 2011501003934 医療業界や産業機器業界向けの高機能キャスターを製造し、新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 目黒区 有限会社ＨＢデザイン 6013202013408 ゴーストキッチンの運営と食品の製造・販売（デリバリー・ＥＣサイト・輸出） 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ネクストステージアジア株式会社 2010001146954 外国人労働者と企業間のワーク改善（ＡＩ－ＯＣＲ在留管理アプリ） 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ディバイン・ソリューションズ・ジャパン 4010401094603 ワーケーションを目的とした宿泊事業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 文京区 株式会社ＡＳＷ 3011001101072 テレワーク時代の健康維持増進に貢献する革新的な福利厚生の実現 税理士法人さくら税務

関東 東京都 新宿区 株式会社ワールドウィン 5011101056082 【訪問看護ステーション立上げ】ｗｉｔｈコロナに対応した低価格型看護住宅事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 みなと青山法律事務所 サービスコミュニティで実現する弁護士特化型シェアオフィス事業 小松原　史雄

関東 東京都 目黒区 有限会社落合製作所 9013202001566 最新技術の導入による医療機器部品の開発・製造と新分野への展開 景山　洋介

関東 東京都 杉並区 株式会社チャンプ 3011301008562 需要が急増中のスポーツＬｉｖｅ配信事業への参入による新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 東大和市 有限会社清川 8012802005556 老舗そばうどん店と東大和市地場産業アンテナショップの併設開業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社キャビネット 4010001127647 グラフィック×アパレルを日本のアーティストと共に アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 世田谷区 光高工業株式会社 2010901011695 ＩｏＴ・無人化ＮＣ精密ネジ研削盤で高難度なタスクをこなす業態転換 株式会社やまと経営

関東 東京都 八王子市 有限会社越野ボディー 7010102002589 一般向けの使いやすく高機能な無機質無溶剤塗料開発による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社フレックス 7013301025146 ＡＩを活用したＷＥＢマーケティングツールの開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社あけぼの産業 1012301000073 重量物の移動技術を活用し、トンネル掘削マシンのＵターン新工法に挑む 横浜信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社雄山閣 9010001077623 ふるさと納税の活用による日本文化応援サイトの新規構築事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ベストワン 1013301018592 需要が拡大しているハウスクリーニング事業への本格参入！！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社トーヨーコー 7010601013095 アプリによる鍵の管理サービス事業 スクエアワン株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社信光オールウェイズ 2010001066756 長野県峰の原の大自然を生かした贅沢キャンプ体験　絶景グランピングリゾート 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 荒川区 株式会社ワールド・プリンター 4011501009343 食品パウチ包装への新規参入による業界モデル変革とＳＤＧｓ目標達成の実現 城北信用金庫

関東 東京都 大田区 富士ベッド工業株式会社 1010801010237 内製化による利益改善と次世代オーダーメイド枕の生産体制構築 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 文京区 株式会社アマノクリエイト 3010001187163 ２０年以上のイタリアン経営の技をふんだんに織り交ぜたパン屋事業の確立 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社エーワン 9010701012326 デザイン性と最新特許技術を備えた手指殺菌・検温機器の製造販売 齋藤　義美

関東 東京都 中央区 株式会社サンセリーテ 8011001065156 洋菓子新製品の新規市場への投入による売上高Ｖ字回復と拡大 経営創研株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社太陽テント 9011801009492 キャンプ場の企画開発・運営コンサルティングによる大胆な新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社レインボーエンタテインメント 1011001040702 ＡＳＩＡＮ　ＧＲＯＯＶＥ　ＰＲＯＪＥＣＴ みなとみらい税理士法人高田会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社バオバブ 8010401088741 ドローン撮影による画像認識モデルの構築 税理士法人青山パートナーズ

関東 東京都 武蔵野市 株式会社プラス米八 2012401024062 「日本のコメ文化を守る、和スイーツ「冷凍生もち」のＥＣ展開」 木野　敬司

関東 東京都 中央区 株式会社ビルｍｏ 1010001181069 既存ビルのグリーンビルディング化支援事業 山内　真理

関東 東京都 港区 株式会社アスコム 5010401078010 動画コンテンツを利用した新たな出版販売およびリモート配信事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社パル・コーポレーション 5010001127217 ノロウイルス感染防止のための嘔吐物処理キットの開発・製造 興産信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社オプティマ 8010701002154 サブスクリプション型業務支援サービスＷＥＢ販売 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 イケダ工機株式会社 9010701000834 アセンブリノウハウを活用した食品トレー自動包装機ユニット生産事業 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 千代田区 株式会社Ｅ＆Ｙカンパニー 5010001199751 ワーケーション・リモートワーク・ｅスポーツが可能かつ感染症対策を徹底したリラックススペースの運営 大阪商工信用金庫

関東 東京都 港区 ＢＡＭ株式会社 8010401095085 ＩＴを活用した非対面対応・個室サウナ・スパ事業計画 税理士法人タックス・アイズ

関東 東京都 目黒区 株式会社岡部工具製作所 4013201001225 特殊製作センタードリルの再研磨サービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社アイ・トピア 4012301008097 眼鏡・補聴器の介護施設など高齢施設者向けの訪問販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社オオサワエンタープライズ 6010601001266 清澄白河カフェリゾート計画 相田　裕郎

関東 東京都 文京区 株式会社ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 3011001060590 特許技術を活用したＢｔｏＣ向け規格型ＤＩＹ製品製造及びＥＣ事業への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 有限会社ミコ 4013302015966 突然死・孤独死の社会課題を解決するＩｏＴデバイス製造事業への転換 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 品川区 株式会社エムエスツーリスト 6010701001736 外国人労働者向けの住居・生活サポート事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社電気書院 7011001014816 ｅラーニングとＬＭＳで学習形態を変革！出版社の新分野展開事業 京都中央信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社半一 7010501041345 日本文化の発信！日本酒をはじめとする日本産酒類の海外展開事業 西河　豊

関東 東京都 練馬区 株式会社ＣＯＣＯＲＯ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 1020001091688 高齢者介護施設向け形状加工食の開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社渋谷西村總本店 1011001044513 健康・環境志向に対応した植物性代替焼き菓子の開発と生産性向上 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社トレジャーライフ 6010401105762 ウィズコロナの時代に即した健康増進のための整体事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 新宿区 晋立印刷株式会社 3011101009760 自社の印刷事業を活かした倉庫・配送業の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ボールド 1011001065419 既存保有不動産を活かした貸別荘／バケーションレンタル事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 ブラボーワークス株式会社 7010001117281 「味わい以上の日本産食材の魅力を世界の人に」 長谷川　聖一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エルコンドル 6010001166676 石垣島産モリンガを原料とした加工及び入浴剤の販売 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＴＯＰ．Ｋ 7020001124087 山参人参を活用した山参マッコリの開発・販売に挑戦、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 江戸川区 新生塗料株式会社 6011701003813 培った知見と保有する危険物倉庫を生かして塗料の調色事業への進出 船越　良人

関東 東京都 中央区 株式会社ＺＥデザイン 5130001051751 バイオマス発電の熱電併給による乾燥チップの製造販売 株式会社エクステンド

関東 東京都 豊島区 株式会社グローバルトラストネットワークス 2013301022734 外国人版信用データシステム（スコアリングシステム）の開発及びローン保証による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社葵精螺製作所 4010801000094 平ダイス転造によるプラグネジ成型と微小傷の画像検査体制の構築 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社Ｂ－ＳＴＯＲＭ 4012401033400 物流倉庫・工場内でマイクロ波無線給電システムの実用化に取組む 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＷｏｏｏＷ株式会社 1010001202444 健康経営に繋がるサプリボックス事業への思い切った業種転換。 藤原　和江

関東 東京都 墨田区 株式会社ｓｋＭ 8010601028992 究極の空間づくりを目指した宿泊型レストラン事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＩＮ　ＤＩＮ　ＲＯＵ 4011001043231 中華台湾惣菜の開発による製造販売業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジョイシンク 4011001065647 完全ネット予約型個室サウナ施設運営事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユニバーソウル 5011001069119 動画ファンを獲得するための音声制作から映像制作への進出 一般社団法人渋谷区中小企業診断士会

関東 東京都 品川区 株式会社Ｌｉａｎｉｄ 1010701032406 産地直送おいしい佐賀牛と野菜を食す、地域に愛される焼肉店の開業 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社アドバリュー 3010001098781 ＣＡＴＶ事業者の業務効率化に貢献！　「アドバリュー短工事システム」サービス開始 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 新宿区 株式会社アビー 3011101042927 コロナ禍でもニーズ高まる「ステイホーム用ファミリーケア用品」のＥＣ事業化及び日英中トリリンガルＥＣサイトの構築 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社ＯＰＰＯＲＴ 7010601052845 ＩＴに特化したリサイクル事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 文京区 株式会社トータル環境 1010001086631 世界最大の仮設テント「メガＡＴＭＯＳ」事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 嶌谷建築設計株式会社 2011201018175 一級建築士事務所の住宅診断事業で住宅リユース促進プロジェクト 東京東信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社ＬＩＧＨＴ＆ＤＩＳＨＥＳ 7010601052192 最新調光システムによる実演ショールームを備えた照明器具卸販売 Ｈａｙ未来の税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社デザインカフェ 1010001123624 持続可能なリノベーション提供による住空間市場への進出 林　早苗

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｔｕ 2010401130830 先端技術を活用したグローバルに通用する映像制作ワークフローの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アイフォーカス 2011501020673 ５Ｇ技術を用いたウェアラブルカメラ「ＡＡＡＳ－ＢｏｄｙＣａｍｅｒａ」による新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｍｏｎｅｙｇｅｒ 7010401117880 化学物質管理のソフトウェアシステム提供事業 東京商工会議所

関東 東京都 八王子市 アールネクサス株式会社 1010001174766 酒販業向けクラウド型販売管理システムの構築によるＡＳＰへの事業転換 石川憲子

関東 東京都 大田区 アメリカン電機株式会社 1010801000626 「環境」を経営戦略の軸に定めて「環境配慮型製品」事業を構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ビザビジョン 1010401024967 インバウンドと健康志向に対応するスマートレストラン出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 練馬区 オブリガッツィオーニ イタリアンレストランが提供する惣菜等の実店舗及びＥＣサイト販売 野竿　健悟

関東 東京都 中央区 株式会社アイ・ディレクション 1011001094715 店頭販売員の派遣事業から遠隔販売員接客サービスへの業態転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 新宿区 株式会社情報システムエンジニアリング 8011101009459 顧客の情報資産のＡＩ活用データ変換及び現場支援サービス事業の創出 石川　賢次

関東 東京都 中央区 ダンボネット・システムズ株式会社 1010001065164 ＡＩ睡眠見守りシステムで、医療・介護・保育業界の負担軽減に貢献 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 練馬区 株式会社矢島不動産管理 2011601011762 小規模不動産会社向けサポートセンター 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＲＯＩ 9010401131566 消費者と顧客の長期関係性を構築！中食・スーパー等の新規顧客開拓事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 優宿株式会社 3013301041857 海洋立国日本のマリンレジャーを革新するシェアリング事業の展開 廣野　希

関東 東京都 中央区 株式会社いし東 8010001037487 自社製品製造販売開発事業 税理士法人桑原・盛会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社幸の會 2010401123479 日本の伝統文化である箏のアンテナショップ開設 東京商工会議所

関東 東京都 葛飾区 株式会社帯刀ギヤー製作所 1011801002653 デジタル３次元製造技術による大型・超高精度な精密加工へ業態転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社鎌建工業 8010801002707 「デザイン選択型鉄骨階段」のオンライン受注完結ビジネスモデルの構築 蛭田　昭史

関東 東京都 目黒区 有限会社タクトスキーラボ 1013202012397 東京でスキー・スノーボードのシーズンレンタルと保管サービス 多田　明生

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＮＧＯＳＴＥＥＮ 8010901018479 既存事業で培った酒類販売のノウハウや、飲食物提供のノウハウを活かし、新たにクラフトビールの製造販売事業に進出する。 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アンピール 7013201000348 セラピストと箱根のリゾート施設を繋ぐ育成・あっせん事業の展開 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ナラハラオートテクニカル 5010101002856 光学アルミブレッドボード大型製品拡充と大物受託加工新規開拓による経営強化 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社ダックビル 8011701019535 マンション居住者専用　ＥＶ充電ポート設置工事・管理事業 税理士法人ブレイン
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関東 東京都 新宿区 株式会社リロードエッジ 2010001135676 「美味しいものを食べること」と「健康でいること」を両立するフードヘルスケアレストラン 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社庵樹 1010901031100 コロナ禍でも安心の個室トータルアンチエイジングサロンへの転換 金﨑　卓也

関東 東京都 中央区 株式会社ダイヤモンドブログ 1010001130637 ライブイベント企業によるＬＩＶＥ配信システム事業の計画 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 Ｔｗｏ　Ｄｏｇｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 5010403010689 オリジナルクラフトビール「ＳＨＩＭＯＤＡ　ＢＲＥＷＩＮＧ」醸造事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 一般社団法人Ａｒｔｓ　ａｎｄ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｍｉｎｄ 6010005028278 Ｗｉｔｈコロナにおける障がい者アートの新たな販売形式への転換 帯広信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社プロントサービス 6010401069693 全自動パスタ調理ロボットを活用したテーブルサービス型パスタ専門店の展開 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社アベニール 4011301020483 ペット向け洋服の企画・製造への参入とＥＣサイトでの小売り販売 若杉　拓弥

関東 東京都 中央区 株式会社ドンキー 2010001024805 ウィズコロナ時代の顧客ニーズを捉えた焼肉居酒屋併用店の開発 藤井　光樹

関東 東京都 中央区 源家酒場 天王洲運河を望みエスニック料理を楽しむオープンテラス店の開設 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社モストキャッツ 5012402022616 ウィズコロナ時代の巣ごもり需要に対応する店舗・スーパー等に特化した内装工事事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社リップルリンク 8011001072425 ライブ配信スタジオ設置によるオンライン動画市場への進出計画 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 足立区 株式会社トーケン 2011801017873 廃棄物を使ったサステナブルなインテリア雑貨の製造及び販売 魚谷　康行

関東 東京都 足立区 合同会社ｂｌａｃｋ．ｊａｍ．ｍａｒｋｅｔ 9011803001480 ＜新分野展開＞美容院のフェイシャル美容事業立案による業績回復 北村　亮太

関東 東京都 港区 有限会社ブライトン 9010402033852 事業計画名：スポーツトレーナー・アカデミー事業 山本宏

関東 東京都 小平市 株式会社佐野製作所 9012701009632 長尺加工可能な大型高機能加工設備の導入による新規市場への参入 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＡＣＨＩＡＬ 8011101017107 「メテオ（仮）」賃貸管理会社向け賃貸アパートマンション検索、契約サイト（Webシステム）の開発及びサービス提供 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社セフィーヌ 9010401145062 新ブランド展開による小売・ＥＣ市場へ向けた業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｇ－ＴＥＣＨ 9010001158092 太陽光発電向け産業用バッテリーシステムの開発販売による新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 東京都 中央区 クラフトバンク株式会社 2011101094234 ロナ禍の影響を受けた内装工事会社によるＩＴ・コンサルティング部門の分社化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 東大和市 有限会社穂高 9012802006198 最新内装材「Ｄボード」の生産体制構築とリフォームニーズの獲得 株式会社サクシード

関東 東京都 千代田区 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂ　Ｊａｐａｎ 3010001141120 奈良クラブＰＪ！地域コミュニティー連携型のサッカーチームの合宿所運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 江戸川区 株式会社山弘 2011701003247 建屋の増改築と超大型機械の導入による調達困難品の自社生産 株式会社千葉銀行

関東 東京都 武蔵野市 ＹＫプランニング株式会社 4012401022403 焼肉店がＥＣ事業に挑戦。超急速冷凍技術で高級焼肉店の味を全国の家庭に届ける！ 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 中央区 株式会社末広 9010001047460 デジタルクラフト技術を活かしたファッションジュエリー等の製造小売業への業態転換 山下　洋

関東 東京都 中央区 ｘ－ｃｌｉｍｂ株式会社 8180001111044 ＳＮＳ機能を持ち、ゲームに特化した短時間の動画アプリ「ＤｅａｒＧａｍｅｒｓ」の運営 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 東京都 町田市 株式会社グルメ王国 3012301002919 農産物のフードロスに貢献する産地直送ＥＣサイト運営体制の構築 多摩信用金庫

関東 東京都 稲城市 株式会社グリーンライフ 9013401005302 アウトドアを満喫！手軽に楽しめる都市型キャンプ場への挑戦 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社山室 8010501014168 プラスチックリサイクル事業の新分野展開による事業再構築とＳＤＧｓ及び資源循環型社会構築への貢献 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社上原事務所 7011001067483 カナダ名物料理と山口県産食材が出会う「スモークミートサンドイッチ」 白川　淳一

関東 東京都 江戸川区 株式会社アートブルー 4011701014374 経営者の考え方及び理念浸透の施策展開経営支援ツールの開発及びサービス提供 中川　健史

関東 東京都 港区 株式会社心力舎 9010401034645 小・中学校向けオンラインキャリア教育プラットホームの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社エフ・システム 5010002034791 印刷業の強みを活かした異業種進出：セミパーソナルトレーニングジム×格闘技 株式会社フォーバル

関東 東京都 大田区 株式会社大鵬 6010002003606 飲食業からクラフトビール製造業への事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社パーツワン 5011801017747 安心・安全のメーカー保証付き輸入タイヤのネット通販（ＥＣ）事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 東久留米市 株式会社ササキミート 4012701011287 リラクゼーションサロン店舗開設による個人向け事業の再構築 大西　貴

関東 東京都 中央区 株式会社八木長本店 9010001059340 野菜工場から出た破砕や規格外野菜で食べる野菜だしを世界へ 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 港区 株式会社メゾンビー 3010401117208 特産品を使った新製品製造による小売業から卸業への新分野展開事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 エールテック株式会社 7010401093775 富裕層向けオリジナルインテリア製品の開発・販売による業種転換 第一勧業信用組合

関東 東京都 昭島市 株式会社コメット自動車 2012801016246 事業展開による＜中古自動車買取・査定・販売＞ 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社Ｓ・Ｂ・Ｄ 2010001159345 本格タイ料理店によるテイクアウト・デリバリー特化型店舗の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ラムバリオン 7011801019634 イタリアンバルの挑戦！純生パン等のモーニング＆ランチカフェ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社工芸社 4010001002528 親子向けＷＥＢコンテンツ×イベント事業で、コロナ後を見据えた新分野展開を図る 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 杉並区 有限会社寿配ぜん人紹介所 5011302003684 スマートフォンアプリ「安否隊」による見守り・安否確認と仕事マッチングサービス 山岡　大祐

関東 東京都 新宿区 株式会社ＷＯＮＤＥＲ＆ＣＬＯＣＫＳ 5011001060325 Ｋ－Ｐｏｐのメソッドによるアーティストアカデミーの立ち上げとアジア・世界で勝負できるアーティストの育成 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 葛飾区 株式会社セベル・ピコ 9011801002480 和の伝統を守る～和楽器の合宿所による伝統の継承と地域活性化～ 亀有信用金庫

関東 東京都 板橋区 合同会社花咲 7011403002542 上質な居住体験を提供するトレーラーハウスを用いた展示場兼宿泊施設の運営 小篠　薫

関東 東京都 町田市 南町田往診専門ペットクリニック 往診専門の経験を活かしたトータルライフサービス展開 町田商工会議所

関東 東京都 台東区 ＣＵＺＮ合同会社 1010503004743 築１２０年の古民家を再生し、体験型農家宿泊サービスを展開 秋田　裕弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＷＡＴＯＷＡ 6013201017888 「ＷＡＴＯＷＡ　ＧＡＬＬＥＲＹ事業」 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社テクニカルジャパン 4010401139507 新時代の健康を重視した学校制服と日本伝統工芸の継承・拡販事業 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会

関東 東京都 中央区 日本大和通商株式会社 1011801023708 オンライン診療システムの構築による遠隔医療サービスの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社ＴＯＦＵ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ 4140001111860 「企業」と「飼い主」を繋ぐプラットフォーム構築事業 芝信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ＢＲＣ 6011601022574 書店と京都の地域資源を掛け合わせた書店再生＆地域興しビジネス 文化産業信用組合

関東 東京都 府中市 株式会社村山商事 3012401015977 先進安全自動車に対応する高度化した全板金修理工程の自社完結化 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 石川　泰 アメリカンカフェが隠れ家的なホワイトニングサロンを新規出店 木更津商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社イブキフーズ 5011801028570 ＜事業転換＞浅草駅より徒歩５分の超好立地での担々麵専門店開業 北村　亮太

関東 東京都 豊島区 ミニッツシステム開発株式会社 1013301011936 史上初！ＡＩによるビックデータを利用した経営・顧客総合分析システムの開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ルービック 9010101012521 介護事業から痩身エステ・脱毛分野への新分野展開 税理士法人大石会計事務所
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関東 東京都 荒川区 金山技術株式会社 7011501018713 日本のＩＴ難民と観光業を救う！特許技術で「使える」ポータルサイト構築 野口　和義

関東 東京都 港区 アラウンド・ザ・ワールド株式会社 9040001056913 国内事業者の越境ＥＣを支援する専用ショッピングモールの展開 越沼　康明

関東 東京都 足立区 株式会社しょく 8011801025020 人気もつ焼き居酒屋による肉加工品の製造販売 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 豊島区 Ｃメーカー株式会社 7013301041218 ＩＴ設備とサポートが充実したワーケーション施設で独立起業支援 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 ｐｙｒｕｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ株式会社 6011001090684 イタリアパンの専門店事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 合同会社ＭＹハウス 9011103007609 故郷沖縄での非接触型ワーケーション宿泊事業の新展開 野村　純一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＡＫＡＵ 8011001137260 今韓国化粧品がアツい！～中堅・大手ブランドコンサルティング業からの小売卸参入～ 西川貴人

関東 東京都 大田区 林工業株式会社 3010801009855 下請工場から製品開発を支援する「ものづくりラボ」への業態転換 株式会社足利銀行

関東 東京都 荒川区 エスエスビジネスフォーム株式会社 5011501005671 下請・対面の伝票印刷事業からネット販売による汎用ラベル事業への事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社ＳＳパートナーズ 6010101012342 中小企業のデジタル化推進を支援する地域活性・ＳＤＧｓ連携「パソコンリユース事業」 原野　郁巳

関東 東京都 荒川区 株式会社オフィスサニー 8011501012260 セミナー配信システムの活用による書字教材の新規市場展開 税理士法人タクト

関東 東京都 大田区 澄川精密株式会社 9010801016367 最新式５軸複合加工機導入による超大型高精度部品製作体制への業態転換事業 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社成瀬商店 3010601013958 希少ワイン等を飲食店と共同して販売するＥＣサイト事業 長岡　孝之

関東 東京都 港区 有限会社スタジオムーン 1010402007186 自然素材や骨とう品を活かした雑貨新ブランド立ち上げと製造販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社エー・ピーホールディングス 6010401066278 生販直結モデルの外食企業が提供するいつでもおうちでレストラン 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社ヨナックスデザイン 6013201012674 複数店舗での注文を１つのアプリで完結できる商店街テイクアウトアプリの開発 森薗　　士門

関東 東京都 世田谷区 エレワール株式会社 7010901014421 美しい自然、茅野市で『ワーケーション×グランピング』による新たな空間の提供 昭和信用金庫

関東 東京都 大田区 丸栄工業株式会社 3010801011241 歯車装置加工能力を新たに獲得し、社会的インフラとしての鉄道の安全確保に貢献する 株式会社クフウシヤ

関東 東京都 目黒区 株式会社馬渕商事 7013201005578 地方の温泉旅館が「ｅスポーツ・ミニスタジアム」として甦る 株式会社大垣共立銀行

関東 東京都 台東区 株式会社オーテクノコーポレーション 9010501020958 学童保育と英語教育の融合「地域型グローバル人材育成」事業化計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ＧＯＮＺＯ 3011801029455 足立区江北エリア特性を考慮したパン製造による新分野展開事業 朝日信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社富士精機製作所 5012701009677 得意のアルミ加工を高度化し大型部品や半導体製造装置への進出 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 文京区 株式会社シマント 1010001162390 中堅物流会社向けに共同配送の運営に必要なソフトウェア提供事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社伊勢音 7010501000862 【江戸ＵＭＡＭＩ場】から和の食文化を発信。 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社アドヴァンス 8010701000546 自社プロダクト製品の販売による海外販路の開拓と事業継続力強化 中川　健史

関東 東京都 町田市 合同会社ニュービギニングス 3012303000929 トレーラーハウスを活用したグランピング事業による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 福生市 株式会社明晴インターナショナル 3013101005434 外国人材雇用企業向けの教育研修サービス 一般社団法人バリューアップジャパン

関東 東京都 小平市 ケイ・アイ・エンジニアリング株式会社 6012701012036 製造業者の英知を結集！研究専用の安価な国産金属　３Ｄプリンターの開発！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 北区 株式会社ベースフェイス 7011501013755 教育用音楽コンテンツ動画制作事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エクシス 5011001066842 完全予約制高級サロン　クラシックカー、ヒストリックカーの販売 前田　庄一

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｂｅ 3010401089496 コンシェルジュサービスを伴ったアイサロン『ルナ・クレスタ』展開 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社笹岡製作所 1010701003753 独自金型加工技術を活かした、半導体製造装置向け部品切削加工への挑戦 魚谷　康行

関東 東京都 墨田区 株式会社エス・トラスト 9010601038990 孤独・孤立の問題に苦しむ若者のための教育型シェアハウスの創設 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社カルネ 6011001105797 卸売業から新たにセレクトショップの出店とｗｅｂサイト構築で川下進出戦略へチャレンジ 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 千代田区 ジャパンスタイルデザイン株式会社 3010001143950 簡単にＷＥＢサイトが構築できるデザインを重視した独自ＣＭＳの開発 税理士法人Ｃ　Ｃｕｂｅ

関東 東京都 西東京市 株式会社ミリオンスマイル 8012701009641 地域密着ラーメン店による、自家製こだわり惣菜のマルチチャネル小売事業 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 株式会社タマケン 9011101012619 木の家づくり工務店が挑む！フレキシブルなオフィス空間木質化事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 三ツ星株式会社 5010001192723 割烹料理の技と心を伝え広める「割烹道」のｅラーニング 株式会社アライブビジネス

関東 東京都 渋谷区 テンキューブ株式会社 2010001193674 中小企業が株式で資金調達する支援を対面からオンラインに移行 原田　貴史

関東 東京都 荒川区 株式会社グランドフリート 9011501022440 軽二輪ライダー向けグランピング場事業 城北信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ケー・ビー・シー 4011401001920 新フードコンテンツの創造による宴会中心の居酒屋業態からの脱却 梁川　成豪

関東 東京都 港区 居酒屋ニサシ 居酒屋経営からの脱却！昼夜外・中食のうどん茶屋への事業進出 平田　毅彦

関東 東京都 品川区 株式会社ＺＥＮＩＢＡ 6010701019506 コロナ禍でも売上が落ちない担々麺と麻婆豆腐の店のフランチャイズシステム構築 長岡　孝之

関東 東京都 新宿区 リスナーズ株式会社 2011101057026 企業の綿密な取材記事をビジネスマッチングに活かす事業の展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 有限会社シー・ドリーム 3013302021718 リアルオフ会イベントをオンラインイベント化し、収益をＶ字回復する決済プラットフォームアプリ開発計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社ファインステージ 3010401095395 日本を元気にするプロジェクトの実施、ステージトラック興行の展開 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｓｅａｂｉｒｄ 9011001108269 多くの遊休地を活用した新スタイルキャンプ場の展開による地域活性化事業 髙岸　浩文

関東 東京都 調布市 ティーレックス株式会社 3010901016900 宅配需要の増加に応える業務用４輪の販売・リース・レンタル事業参入 松井　淳

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーンサイエンス 4010001102617 がんの遺伝子検査技術を活かした新型コロナウィルスＰＣＲ検査事業の展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社真 9010001126561 ヴィーガン料理店が挑む代替肉・代替乳製品の製造販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＲＥＵＳ 6011001064688 ネット通販運営業務に特化した業務自動化（ＲＰＡ）サービス事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 合同会社ＫＯＧＡＹＡ 4010503004468 多様な嗜好に応えるクラウドキッチン型フードデリバリー 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社カノウ商事 6013301003144 コロナ禍における健康志向ニーズに応えるフィットネスジム開設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社梅花亭中村 3010002017162 伝統和菓子の枠を超えたスイーツと軽食を提供する飲食事業への取組み 由比　茜

関東 東京都 千代田区 メールソリューション・ジャパン株式会社 8010001090081 物流業務受託事業への進出による雇用維持とＥＣ関連需要の獲得計画 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 板橋区 東商事株式会社 6011401000301 ｅスポーツ事業への参入 平鹿　雅之

関東 東京都 豊島区 株式会社ＢｉｇＢｅｌｌｙ 5013301030321 アレンジ可能なアジア料理冷凍食材開発と製造卸売事業への進出 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳｈｕｍＭａＫｅ 3020001124272 トリップマネージャー開発プロジェクト 株式会社みずほ銀行
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関東 東京都 文京区 ＳｍａｒｔＡｕｄｉｔ株式会社 2010001087959 ＡＩによるコンテンツ自動選択ｅラーニングシステム 高木　宏祐

関東 東京都 渋谷区 株式会社ゴーゴー・エンタープライズ 4011001071042 エンターテイメント業界とファンをつなぐプラットフォームサービスの構築 飯島　稔

関東 東京都 中野区 有限会社セブンスリーファクトリー 2011202012573 ＰＲ用写真・動画撮影のための、海外をイメージしたハウススタジオ事業の運営 髙橋　創

関東 東京都 千代田区 株式会社三宗 8010001017183 飲食スタイルの変化に対応、店舗以外での飲食ビジネスを新規展開する。 大澤　泰一

関東 東京都 品川区 株式会社アズール 4011801031798 ペットフォトスタジオ事業による事業再構築計画 石井　整

関東 東京都 新宿区 株式会社シンシア 2011601016431 ネイリスト・アイリスト求人マッチングスマートフォンアプリ事業 鎌田　憲明

関東 東京都 江東区 株式会社ヴォッリオ 7010601052606 食べて応援を一歩先へ、地域振興を見据えるテイクアウトへの新規参入 よつば税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 ひとみ眼科クリニック 地域高齢者を対象とした眼科医療高度化のための新分野展開 古賀　雄子

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｕｆｆ 4010401116241 セントラルキッチン設立を中核とした新たな商品製造・販売方法への取り組み 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 港区 株式会社Ｙ’ｓ 6013101006537 日本初ＡＲパターシステムが２４時間いつでも使える非接触・非対面を徹底したインドアゴルフ練習場 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社日本アド 9010401066424 レベニューシェアによる「ＳＤＧｓ対応子供用食器」の子育て世帯向けＥＣ物販事業 清和税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社リーディング・ファクトリー 6011101022546 ウイズコロナ対応「障がい者グループホーム（共同生活援助）」事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 葛飾区 アーティスグルーヴ 地元でワンランク上の癒やしを！本格ヘッドスパ事業への挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＴＡＢＢＬＥ 4011001124114 安全に飲食ができるコロナ対策特化型の新業態オープン計画 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 株式会社フォレストフーディング 8010401059940 収益力向上をサポートする飲食店向け統合管理アプリの開発とサービス提供事業 辛島　愛二郎

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＭリンク 7010001132297 コロナ禍の非接触化を推進する、業界初の小型非接触スイッチモジュールの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 板橋区 有限会社バースト 9011402019412 移動式無人店舗（プラネット）において冷凍食品販売計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社プロジェクトＫ 5010901039643 『揚げず』に提供するとんかつ専門店への新分野展開！ 稲葉　順一

関東 東京都 中野区 株式会社ＤＩＡＭＯＮＤ　ＡＬＬＩＡＮＳ 7011201016637 体験型シアターで人間力を育てる！！　スポーツをツールとした教育プログラム事業 菊地　正和

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイフーズ 8011001063548 厳選された名店のレシピを動画で提供するレシピサイトの運営事業 税理士法人Ｃ　Ｃｕｂｅ

関東 東京都 豊島区 薬膳にんにく株式会社 6013301042555 キッチンスタジオを活用した、にんにく惣菜と製品のライブコマースとデリバリーによる販売 下矢　一良

関東 東京都 台東区 株式会社上野亭 6010501010094 コロナを経験したニューノーマル時代に提供するホテルの新しいサービス 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社大明商事 1011001045362 障がい者グループホーム運営を通じた地域貢献による事業再構築 森　健輔

関東 東京都 杉並区 株式会社ウィルライト 5011301012934 軽自動車専門無人販売所兼ＥＣサイト 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 キーデンタルクリニック 最先端デジタル技術開始に向けた歯科技工所増設 森野　英昭

関東 東京都 中央区 ｔｏｏ　ｅａｓｙ株式会社 8010901034856 飲食業からワーケーション適応型バケーションハウス事業への新分野展開 石井　正吾

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮＩＴＥＤ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 5011003002837 事業再編に伴う撮影機材レンタルサービスへの業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社オクヨシ 4011001091164 精肉卸が立ち上げるハム・ソーセージ工場で事業を再構築 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＵ． 6010001197333 特別な日に贈る凍結含侵法を用いた高齢者向け高級介護食品の製造 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

関東 東京都 荒川区 株式会社エム・スタイル 3011801029942 マスク時代の目元・フェイシャル美容に特化した美容事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 錦江国際株式会社 7010001086477 老舗の中華料理店は新たに漢方店舗を設立し、「衣食同源」のサービスを目指します 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社デジニーク 9010401105784 課金型音楽ライブ配信事業 松尾慎祐

関東 東京都 荒川区 有限会社ケア・プランニング 9011502013414 ｅ－スポーツを取り入れた障がい者向け共生型生活介護サービス 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＩＶＥ 1010401111716 焼肉一七三　別邸の出店における計画 神宮前あおば税理士法人

関東 東京都 国分寺市 有限会社ティー・カンパニー 2012402007108 健康寿命を延ばすメンバー制、駅前型インドアゴルフ場の運営 松井　洋治

関東 東京都 新宿区 株式会社イノーヴェ 2011101063560 生ハム専門店＆ワイン宅配サービスへの業種転換 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＨＹ 7011001043633 お家で体質改善！東洋医学に基づく美容健康製品の製造業への転換 横山　禎一

関東 東京都 千代田区 原本株式会社 9010001204565 創造的な発想を促すナレッジマネジメントＳａａＳ「ＨＡＲＯ（仮称）」 木村　兼作

関東 東京都 あきる野市 有限会社ＫＡＩ－ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2013102001706 居酒屋から宅配ピザ事業への事業転換による雇用維持と事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 Ｍａｋｉ　Ｆｉｎａｎｃｉｅｒｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 8010403006775 不動産クラウドファンディングによる地域コミュニティへの貢献と一般投資家への安定収益の還元 下川　和久

関東 東京都 練馬区 株式会社オプティカルボルテックス東京 7011601021427 最先端　ＸＲ　技術を活用したライブチャット型フィットネス事業の展開 金﨑　卓也

関東 東京都 新宿区 株式会社スホ 3010701024384 高齢者見守りサービス事業への、６０ＧＨｚレーダー技術の活用 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 Ｋｏｒｕ－ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社 6010501041081 若手クリエーターのためのＷＥＢ戦略指導付き撮影スタジオの構築 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｄｒｏｏｔｓ 4010001204438 「サイネージ付属型診療ＢＯＸ」の開発による地方医療への貢献事業推進 税理士法人ブレイン

関東 東京都 世田谷区 株式会社七色 6011001113156 「オンラインみまもり保育サービス【ＮａｎｎｙＭＥ】の開発・運営」 樫谷　隆夫

関東 東京都 港区 株式会社麻布しき 7010401147721 低価格日替わり健康弁当の企業従業員向け配達事業への進出 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 新宿区 天馬諮問株式会社 2011101062158 自社開発動画圧縮技術を使ったインディ映画＆グローバルスターライブ配信事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 クラビス・ジャパン株式会社 1010601046687 外国人材をターゲットとして「中長期滞在型」ホテル事業による事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈキャピタル 4011001129550 顧客ニーズに寄り添う”おもてなし”ホテルワーケーション事業 伊藤　文彦

関東 東京都 港区 株式会社アシェンサスジャパン 7010401090863 海外の釣り人と、日本の釣具を繋ぐ『ユーザー参加型多言語ＥＣサイト』の構築 芹田　弦

関東 東京都 武蔵村山市 有限会社アーテック 8012802004731 超薄型通電プレート（仮称）の量産製造による新分野開拓 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｏａｓｔ 9010401088063 在留外国人向けヘルスケアポータルサイト 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 世田谷区 ラクトン化学工業株式会社 7010901022762 粉末香料・粉末食品の製造への新規進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社オギクボマン 2011001047754 ３Ｄバーチャルライブのオンライン配信サービスによる事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 府中市 野村産業株式会社 8012401001353 高速かつ長時間自動運転できる複合機を導入し、換気設備を超短納期で量産する 多摩信用金庫

関東 東京都 小金井市 有限会社エニシング 5012402022657 伝統のシャトル織機で多様な原糸を活かす新テキスタイル創造 榎本　博之

関東 東京都 板橋区 ひなた株式会社 2011401018149 セントラルキッチン構築によるテイクアウト・通販への多角化展開 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 大田区 株式会社ＤＥＬＩもっと 4011501021488 自然環境を活かした炭濾過式の地ウイスキー製造工場の設立 株式会社東日本銀行
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関東 東京都 板橋区 株式会社サードプレイス 3010001144957 浅草発　みそ料理屋の「発酵」レトルト・チルド食品製造販売事業 西京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社にしきおり 5010401120382 レストランの空きスペースを改装し新規事業を展開する事で再構築を図る 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 北区 エーステイスト株式会社 6011501019778 地域の高齢者住宅及び、デイサービス利用者に対する非利用日の弁当宅配事業 西山　優一郎

関東 東京都 台東区 Ｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010501043680 高度ＩＴインド人材を活用したアジャイル開発 増田　優樹

関東 東京都 港区 認定特定非営利活動法人Ｔｅａｃｈ　Ｆｏｒ　Ｊａｐａｎ 3012705001590 先端技術で人材雇用創出！コロナを見据えた就労支援への新分野展開 河村裕司

関東 東京都 豊島区 アクトトラベル株式会社 1013301020912 ＷｅＣｈａｔシステムを活用したインバウンド手配先の商品群のＥＣサイト販売 板倉　聡

関東 東京都 豊島区 株式会社カーネーション 5013301030916 真の日本語と日本を学ぼう！中国語ネイティブ向けオンライン教室 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本印刷株式会社 3010001005787 自社スタジオを活用した公益法人向けオンラインセミナー支援事業 税理士法人さくら税務

関東 東京都 東村山市 有限会社Ｙ．Ｔ．Ｓ 6012702013933 店舗改装による地域活性化事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 ＭＩＵ株式会社 8011001072094 ＳＮＳでＥＣと実店舗を活性化！「インスタグラム運用代行事業」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社英光社 2011201013449 オンライン試験・学習システムの開発による新サービスの提供 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 横田アスコム株式会社 5010601006530 個人向け金属製品の製造販売と職人の育成・自立・協働ラボの展開 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社トライベッカ 5010001196550 ファンとアーティストの交流の場を提供するオンライン配信サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 杉並区 メイストームインターナショナル合同会社 2011303002003 トライアスロン小売店舗から会員制バーチャライドイベント店舗への展開 増田　考邦

関東 東京都 目黒区 株式会社グローカルネット 6011001109749 中小企業のためのテレワーク環境構築事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ディグ 6010001050987 不動産事業向け郵送ＤＭマーケティング支援サービスの提供 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 ファイブリング株式会社 4010401091550 バーチャルショップの展開による新規チャネル開拓 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 ワインマンファクトリー ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏワインの醸造と搾りかすから作る天然酵母パン製造 税理士法人タックスウェイズ

関東 東京都 港区 株式会社アイズプラス 7010801024347 地域初！地域密着型やきそば専門店開店による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＡＩＮ 1010501038891 国内初！純金特化型販売システム導入による事業再構築 川和　真哉

関東 東京都 港区 株式会社ザート商会 5010401070108 「秒速グルメ」（封を開けて容器を絞れば、それだけで美味しいシェフの味を満喫できる真空パック食品）の製造・販売。 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 豊島区 ＰＤＸ　ＴＡＰＲＯＯＭ ウィズコロナ、ポストコロナに強いハイブリッド型飲食店の店づくり 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ベナ 7011401005695 高度な模型製作技術とＶＲＡＲで、イメージが伝わるディスプレイサービス。 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 斎藤遠心機工業株式会社 7010801004266 脱炭素市場参入にむけたＣＮＣ精密旋盤導入による大型遠心機の開発と競争力強化 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ピーカチ 5011001058716 リアル店舗向けサブスクシステム 南青山税理士法人

関東 東京都 板橋区 株式会社ダン 4011401003628 繊維関連事業者に特化した空間活用提案型トランクルーム事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 狛江市 有限会社エフテックス・インターナショナル 8010102010327 ウォータージェット機を用いた工法による各種工事への参入 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 田園調布長田整形外科 メディカルサポート事業・子供たちの視覚教育サポートの新規開業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ヤマプラス 1010401030016 余剰在庫を用いた鞄の製造と販売及び回収 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 有限会社ダイチ 1012402003792 駐車場・駐輪場における精算機レスシステムの製造開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社エイプリル・データ・デザインズ 6011001043072 「バーチャルツアー」アプリ　～歴史・文化の学習と癒やしの風景～ 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 プロファウンドヴィジョン株式会社 5010901048628 パキスタンＩＴ人材と日本企業のマッチングポータルサイトの開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 碌々産業株式会社 3010401032027 ５Ｇ時代に対応する世界標準の純国産超高速穴あけ加工機開発への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社百人組 4011101062916 クリエイティブ業界での経験を活かした、低コスト高付加価値の宿坊事業への事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社エンパシ 4010701023518 多機能決済・会計システムを搭載した小型・軽量タブレットの開発 永平　光一

関東 東京都 葛飾区 株式会社ハイカラ 9011801032908 テイクアウト専門ハンバーガー店の開発とフランチャイズ化 税理士法人エンサイド

関東 東京都 港区 エイ・キュー・トラベル株式会社 6012401022244 謎解きアプリによる新たな旅行・誘客事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 渋谷区 株式会社スエノトーキョー 5011001099520 環境と＂食＂が循環する～サステナブルなヴィーガン食品製造／ＥＣ販売業～ 小林　暢浩

関東 東京都 台東区 株式会社ライジンゲート 4010501040820 地縁を活かし、シェアサイクル事業（ストック型ビジネス）への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 有限会社三裕製作所 3011702005126 新マシン導入と生産環境・規格整備による半導体産業への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ビークルー 9011001110828 位置情報を活用したマーケティングおよびサービス創出のためのビーコンシェアサービス事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 テイラーアンドクロース株式会社 5010402036660 オウンドメディアを利用した広告戦略と ＤＸプラットフォームベースのＥＣ事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社芸文社 6013301013911 全天球画像を活用したＤＸで場の魅力を創出発信する新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社ベストリザーブ 6120001095542 旅行業界の非接触化を促進！ プッシュ型事前カード決済システム構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＨＡＰＰＹ 4010701020845 中古車仕入れ支援ＡＩシステムの導入と販売 坪井　亮

関東 東京都 新宿区 株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン 2010401080241 期間分散型イベントで密を回避してスポーツと地域を振興 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社榛原 6010001054765 渋型紙をデジタル活用した「型紙デジタルデータ事業」と「パネルアート事業」 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 シェルビー ブライダル消費の変化に着目した、ジュエリー店舗新規出店事業 税理士法人アクリア

関東 東京都 品川区 株式会社ペンコミュニケーション 9010701020007 遊びで人を繋ぐ街作り「ＥＡＳＥ　ｓｍａｌｌ　ｃｉｔｙ」 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 台東区 株式会社宮本卯之助商店 6010501013725 和楽器のオンラインレッスンおよび和楽器のサブスクリプション事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 杉並区 マルチピュアジャパン株式会社 9011301015685 漏水探知機付タッチレス水栓浄水器のコンテンツマーケティングによる新規顧客獲得 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ＬＵＸＵＲＹ　ＦＬＩＧＨＴ 3030001097518 最新フライトシミュレーターによるパイロット育成事業 倉石　友美

関東 東京都 中央区 ＥＴＣマネジメントサービス株式会社 1010401138049 ＥＴＣ技術を応用した駐車場の管理サービス事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 神谷アソシエイト株式会社 4010001143660 在宅テレワークを推進するため、機械式駐車場を活用したレンタル収納「なんどや」を開発 りんく税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社小野部製凾所 7010001012805 医療機器、検査機器の特殊部品のプラスチック容器を包装紙器で代替 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社イノセンスデザイン 3010701031265 グランピングリゾート施設（宿泊業）への事業展開 城南信用金庫

関東 東京都 港区 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｆｏｏｄ株式会社 5010401122924 健康に特化したお肉とミールキットの定期販売事業の構築 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社京葉メカニック 8011701002664 大型難削材の短納期・高精度加工プロセスの確立による水素発電市場参入 株式会社阿波銀行
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関東 東京都 江戸川区 昭和印刷株式会社 8011701003621 「ワンストップ型バリアブル発送サービス」による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｅ－Ｚ－Ｏ 1011601014469 沿線各店のレシピを配達する＂沿線食堂＂事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 一般社団法人クレイドル 8010005027542 医療×保育の連携で子育てを連続的に支援する家族支援へ 株式会社ステラコンサルティング

関東 東京都 国分寺市 オーラルデザインアイボリー 最新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による自然な被せ物の供給体制確立 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＯＶＡＴＩＯＮ 3010401109774 ＡＩを活用した店舗向け接客ソリューションシステムの開発と提供 株式会社コンサラート

関東 東京都 千代田区 ライズ株式会社 1010001125934 要介護者の歩行能力向上・要介護度改善するためのリハビリに特化したデイサービス事業 天野　公二

関東 東京都 港区 トレーナーズ株式会社 3010401142899 対面式パーソナルトレーナー養成スクールのＷＥＢ・ＥＣサイト・ＬＩＮＥ公式アカウント運用による動画商材の販売とオンライン化 川井　良訓

関東 東京都 江東区 サンエイ通信株式会社 5120001055415 大自然で学ぶグランピング×テントサウナ事業 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 ネットエイジア株式会社 7010001126258 ダイレクトPRクラウド事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 大田区 株式会社トキオテック 1010801008297 研削加工事業への新たな取り組みによる更なる競争力強化 遠藤　仁

関東 東京都 港区 株式会社大和靴店 3010401030055 １９１９年創業の靴屋からアウトドアニーズを満たす宿泊事業へ！ さわやか信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ディー・エヌ・ケー 7012401015478 ｅスポーツ業界を志す人材育成に特化した専門施設及びカリキュラムの開設 税理士法人昴星

関東 東京都 港区 株式会社ユニヴィスコンサルティング 8011201017898 オンラインＭ＆Ａコンサルティング　案件プラットフォーム運営に係る事業計画 税理士法人ユニヴィス

関東 東京都 渋谷区 土地家屋調査士法人共立測量登記事務所 1011005005783 土地家屋調査士専門業務のＤＸパッケージ化事業 スクエアワン株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社石はら 8010901026085 日本初、蕎麦業界初のフリーズドライ製法による医療機関向け流動食製造販売事業 株式会社しのざき総研

関東 東京都 港区 インブルーム株式会社 8010401091588 人材紹介から整理収納グッズの企画開発・販売を行う卸売業への転換 松本　純

関東 東京都 豊島区 株式会社シールドラボ 9013301005154 フリーズドライ技術を用いたオリジナル商品開発とＥＣ事業展開 税理士法人シンシア

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェルシステム 2010901005284 既存のソリッドステートリレー（ＳＳＲ）事業の強みを生かした新規パワーモジュール分野への進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＡＤ 5010501026439 新型ＮＢ炉導入によるアルミニウムラジエーターの開発・製造 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社菊廼舎本店 8010001041506 体験体感型の和菓子販売を行う新店舗開店と和菓子ミールキット販売及び自社への誘導事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ＳＴＵＤＩＯ　ＺＥＦＦ コーヒースタンドを併設したフォトスタジオによる新たなサービス展開 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社三輪 6010901024776 ジビエ料理等の急速冷凍での自動販売機等を用いた２４時間非対面販売 木村　壮太郎

関東 東京都 港区 ＫＵＲＯＦＵＮＥ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 5010401139910 グローバル人材との既有のネットワークを活かした人材紹介業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社品川カルチャークラブ 9010401144989 柔軟な移動を前提としたサステナブルなスポーツ施設の運営 稲垣　秀行

関東 東京都 渋谷区 ビヨンデイジ株式会社 9010401112632 メンズ美容・ヘア分野の動画配信事業 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社日刊競馬新聞社 5010701007387 スマホ向け競馬コンテンツ提供サービスのアプリ開発 井川　和美

関東 東京都 品川区 株式会社ビューマックス 5010701019639 ＢｔｏＢプラットフォーム構築による美容業界全体のＤＸ化の促進 曽根　和代

関東 東京都 中野区 株式会社児玉総合情報事務所 8011201011678 老舗探偵社の『探偵プラットフォーム』構築への業種転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 中野区 株式会社プラウドコーポレーション 8011201012024 ゴーストキッチン施設の運営 坪井　亮

関東 東京都 品川区 株式会社トリリオン 2010701007142 温浴施設特化型デジタル管理システムを開発し、ＳａａＳ事業を新展開する。 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社タカラッシュ 5010601040364 地域（江の島）を元気にするカフェ「ＥＮＯＳＨＩＭＡ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ　Ｃａｆé」 ＴＡＯ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社日本人材ニュース社 4010001136986 人材紹介会社の成約ロスを削減するプラットフォーム構築で事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社アクセラレータ 2010001187420 コロナによる営業手法への変化を担うＡＩを活用したオンライン営業支援システムの開発事業 立澤　裕明

関東 東京都 足立区 宏龍株式会社 5010001147215 群馬初！プロジェクションマッピングを使用した宿泊事業への参入 足立成和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社音練 3011101079787 新しい食文化を創造するレンタルキッチンの提供 ペンデル税理士法人

関東 東京都 新宿区 合同会社スカイビジョン 2011103008092 サーバーの販売及び管理業からＶＰＳ（仮想専用サーバー）サービス事業に新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 台東区 台東部品株式会社 4010501007687 思い切った工場再編で進める！新技術プレス曲げ工法による量産体制の確立 朝日信用金庫

関東 東京都 葛飾区 三神商事株式会社 2011801021594 現場工事１日のコンセプト型ユニットルーム開発による新分野展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ニツトク 1010901009344 デジタル印刷＋ＵＶ印刷で新市場の開拓と新サービスの提供 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 品川区 株式会社あすか地所 9010701025815 テレワークを推進する非接触型ワークスペース新事業へ進出 前田　直

関東 東京都 千代田区 株式会社タウンホテル 1010001090311 長期滞在宿泊業参画　事業計画書 興産信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社オリタニ 7011801000882 エコ洗剤製造事業開始による新生活習慣対応市場への進出 青和信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｃｏ． 2011001097881 リゾートホテル向けウェルネスブランディング事業「ＮＡＧＯＭＩ（なごみ）」の展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 足立区 株式会社ソーリン 4011801013978 画期的な放置自転車対策を提供する独自の自転車情報アプリ開発 株式会社常陽銀行

関東 東京都 台東区 株式会社澤村商店 1010501023885 顧客のブランディングを支援する高機能・高付加価値紙加工品のＥＣサイトでの卸売及び直販事業 八木原　隆

関東 東京都 豊島区 株式会社ｅｉｇｈｔ　ｄａｙｓ 1013301042072 デジタル機器を活用した完全非接触の室内ゴルフ練習場運営事業 野竿　健悟

関東 東京都 大田区 ｍｏｔｏ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ合同会社 9010803001796 家具販売事業からインテリア雑貨の店舗及びオンライン販売への業態転換 表　順一

関東 東京都 品川区 株式会社マルキ 5010701032526 冷凍自動販売機とＥＣサイトで提携飲食店の業績・客足増加を実現 廣瀬　陽介

関東 東京都 台東区 ＮＳ企画合同会社 5010503003873 浅草初の燻製をメインとしたテイクアウト専門店の実施計画 芦谷義一

関東 東京都 港区 ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 3010001138249 不動産特定共同事業法を活用した投資型不動産小口化商品の非対面式販売 税理士法人リライト

関東 東京都 千代田区 有限会社メカノトランスフォーマ 1020002104309 ピエゾアクチュエータ製品の量産体制構築～試作品開発業からの飛躍～ 斉藤卓

関東 東京都 中央区 株式会社インディッグ 8010001120490 バスケコートのレンタル事業とバスケ教室「ドリームアカデミー」の運営 延平昌弥

関東 東京都 港区
株式会社Ｊａｐａｎ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃ

ｅ
9010401097493 法人向けにビジネスジェット（中型・大型）の航空機整備を行う事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 市村食肉販売株式会社 1010601000470 非接触・非対麺型焼肉店＆グルテンフリー唐揚げと焼肉弁当のテイクアウト事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 中央区 嘉創株式会社 2010001140866 家庭菜園用水耕栽培キット及び栽培支援サービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 大田区 中華バル　ＰＡＢＬＯ 蒲田餃子に新風！国産銘柄鶏スープ入り餃子のＥＣ冷凍販売事業 宍戸　智之

関東 東京都 大田区 サニーソフト株式会社 2010801025011 一人暮らしの安心を守る「まもる君」アプリ開発・運営事業 株式会社東日本銀行
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関東 東京都 中央区 株式会社三信 6010001044452 ゴルフ用品を個人間でレンタルできるシェアリングサービス「ラビシェア」事業 延島　隆裕

関東 東京都 千代田区 株式会社オフィスオノ 6020002068895 ブライダル音響・生演奏サービスの経験を生かした本格志向の音楽教室運営 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 有限会社尾粂商店 9010002018080 ウィズコロナ時代に対応する「もんじゃ焼き」店とＥＣサイト展開による事業拡大の実現 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社エムイーテック 7013201005545 非接触　花の無人販売事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ 4011101086469 不動産仲介業者向け物件情報自動抽出入力ＡＩシステムの構築事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ジンクラモトスタジオ 5011001096121 コロナで落ち込むデザイン業から需要高まる釣用品製造業への転換 藤原勝朗

関東 東京都 渋谷区 株式会社マフィリィズ 2011002034842 企業価値向上と従業員満足度を向上させるユニフォーム事業 星野　裕司

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｉｈａｋｕ 8130002022311 日本料理店がＤＸ推進で進化系焼肉店をオープン 響き税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社トランプス 7010801021880 飲食店の多機能キッチン化事業及びそのフランチャイズ事業 茅　毅

関東 東京都 港区 株式会社スギハラサービスクリエイツ 2010401014835 外食機会の減少を本格的な肉料理の移動販売で解決する事業 芝信用金庫

関東 東京都 国立市 アンビシャスプロダクションズ 練習やコンサートで活用できる楽器用カラオケアプリの開発、配信事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 デザインレーベル株式会社 3010002046467 定額のパターンオーダー型リノベーションのデザイン・設計図の提供サイト「リノベーション　レーベル」の運営 鈴木一郎

関東 東京都 八王子市 株式会社べるつりー 6010101010899 「心と身体のフレイル防止」を目的に運動・健康相談施設を開設 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 Ｍａｒｖｅｌ　ＳＴＹＬｅｅ株式会社 1120001185083 サステナブル・ＳＤＧｓファッション向けのプラットフォーム事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォーピープル 8010401105819 アパレル店舗とその店舗に適する消費者マッチング計画 明治通り税理士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社生出 7013101004481 医薬品・医療器材を中心とした輸送機材の開発・販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社フロンティア 8010601038967 「働く女性を介護離職から守る！デイサービス事業計画」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｄｏｅｒ 7010401097801 見ても食べても体にも嬉しい、エディブルフラワーの６次産業化 税理士法人タックスウェイズ

関東 東京都 中央区 有限会社テイクス 4290002020204 銀座の飲食パーティ店舗がＷｅｂ配信ライブショー貸施設開発事業 古川　勉

関東 東京都 台東区 ＰＸＣ株式会社 1010501012624 販促倍速を実現するセールスプロモーションプラットフォームの構築 青山裕之

関東 東京都 中野区 株式会社ケイエスジェイ 8011201010564 機能安全認証付　協働ロボット内蔵サーボモータドライバ　新事業計画書 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 Ｗａｎｄｅｒ　ｔｏ　Ｗｏｎｄｅｒ株式会社 7010001187267 オンラインサロン構築システム「ＳＴＥＰＳＡＬＯＮ」事業 河合　　真悟

関東 東京都 品川区 庄司電気株式会社 5010701004839 自社技術を生かし開発型製造業としてＢＴＯＣ消費者向け製品の開発製造販売 株式会社横浜銀行

関東 東京都 荒川区 有限会社エス・エス・ティー 4010002034297 橋梁点検業務から橋梁設計への新分野進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 台東区 富沢印刷株式会社 9010501008747 動画公告による日本有数の観光地「浅草」の地域活性化に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ザ・チューブ 4010401011500 海外進出・固定費削減に向けた業界初の映像編集高機能リモート化 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハートリッチ 5011001073657 お寿司と弁当をお届けする宅配店出店 税理士法人ＴＯＴＡＬ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ 8011001124267 アート作品のオンライン取引を可能とする「プライベートディールオンラインシステム」の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ザイグー 1010901031918 イベント型ふるさと納税ポータルサイト運営事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 杉並区 有限会社ポマトカンパニー 6011302008501 独自カウンセリングと非接触型サロンによるヘアカラー市場への新分野展開 坂本　晃

関東 東京都 渋谷区 有限会社興正 2011002035106 有名中華店による那須を活かしたワーケーション事業への展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社　イーアンドディー 9010001127295 ＡＩ技術を利用した日本語活字帳票特化型スマホＯＣＲ 福岡　しのぶ

関東 東京都 足立区 株式会社繕 2011801022964 強みを活かした新サービスで事業再構築し、取引先の課題も解決する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 江東区 有限会社サブロクカンパニー 8010602030394 廃材を再利用した子供向け想像力と発表力を伸ばすＤＩＹ教室 エヌ・ビー・シー税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社アルテミス 3010501043221 ｅスポーツ・映像制作ノウハウを活用した障がい者向け就労継続支援事業所の運営 中郡　里奈

関東 東京都 品川区 株式会社トゥーザコア 4010701033921 ワーケーションビジネスの発展を目指した沖縄県那覇市におけるシェアオフィス事業 株式会社沖縄銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＴＡＣＴ 5010601045644 医療系アウトソーシング企業による習い事教室への展開 野竿　健悟

関東 東京都 港区 株式会社カクセイ 6010401117972 空洞化不動産を活かすⅮⅩ対応型リモートワークオフィスへの新事業展開 齊藤　祐一

関東 東京都 台東区 株式会社Ｉｓｌａｎｄｓ－Ｈｏｐ 2010501032489 資源を有効活用した自動車解体及び販売事業 二見　達彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｇｏｏｄ　ｍａｒｋｅｔ　＆　ｓｈｏｐｓ 4011001095173 Ｗｉｔｈコロナに適応した完全分離（貸切）宿泊施設事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ウエマツ 2013301001275 独自技術を活かした抗菌抗ウイルス印刷への参入で圧倒的差別化を実現 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社あどばる 9011001111231 ワークスペースの検索・予約・決済サービス「ワークスペース（仮称）」 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 港区 株式会社ＶＩＣＴＡＳ 1120001022666 卓球ラバー業態転換プロジェクト 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジェイ・ダヴリュウ・エー 9010401012477 プロバスケットボールチーム　千葉ジェッツふなばしの公認カフェ・バーの展開 鶴間規文

関東 東京都 江東区 岩上鋼材株式会社 6010601001712 厚板加工技術ノウハウを活用した建築用鋼材「コラム」等の加工販売計画 株式会社群馬銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社福一ホーム 3011001038034 不動産革命！ワンコイン不動産仲介～偽のゼロ円仲介料打破～ 浅山　直希

関東 東京都 千代田区 株式会社イマージョン 9010001136965 オンライン研修向けの配信技術サービスの提供			 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 ピットデザイン株式会社 8010001094909 駐車場新分野への展開（ハードからソフト主体へ、環境配慮・脱コロナ） 株式会社百十四銀行

関東 東京都 東村山市 有限会社立川造園 8012702003073 緑あふれるカフェとフラワースクールを展開！個人客取込の挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＭＵＳＵＢＵ 7011001092969 不動産売買仲介プラットフォーム事業への参入による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ホビー 9011001021777 デザインストックや生地の経験を活かしたインテリア雑貨への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アジアビジネスクリエイト 3010001157249 業務用ＥＭＳシステムのレンタルサービス事業への新分野展開 森藤　啓治郎

関東 東京都 港区 株式会社鶴我 7380001018352 １日１組限定の究極のくつろぎを提供する宿泊サービス事業 会津商工信用組合

関東 東京都 板橋区 株式会社ＡＧ・クリーン・システム 7011401018994 当社の強みを活かした通いたくなるデイサービス事業計画 島本　広幸

関東 東京都 港区 株式会社ラグジュリーク 4010401112538 インバウンド需要増加を見据えた観光ＤＸ／ＵＸシステムの開発 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 清瀬市 合同会社スプリング 8012703001258 合同会社スプリング　ポストコロナ多機能音響スタジオ設立計画 株式会社しのざき総研

関東 東京都 板橋区 株式会社ＵＷＡ 9011401022383 業界初！アニメグッズの新商品開発と短納期製造サービスの体制構築 伊東　修平

関東 東京都 杉並区 日ノ出樹脂工業株式会社 6011301005961 押出機による連続超臨界反応を活用した純国産飼料の開発 西武信用金庫
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関東 東京都 杉並区 三昌研磨材株式会社 4011301002878 中古機をベースとしたオリジナルショットブラストメーカーへの転身 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社バウハウス 4010401124707 双方向型生配信サービスによる新たなライブハウスの構築 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社イデス 3011001111996 認知症予防に効果をもたらす！ものまね芸人による笑って楽しむ高齢者向けオンラインコンテンツの配信事業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 足立区 株式会社ナーゲル・アオバプレシジョン 6011801019619 砥石製造の内製化による設備販売から消耗品販売への業態転換						 若杉　拓弥

関東 東京都 文京区 エイト印刷株式会社 1010001001045 ＢｔｏＣ領域に対してのＰＯＤを利用した販売計画 梅津徹朗

関東 東京都 千代田区 ＷＯＯＤＭＡＮ株式会社 4010001186858 ニッチな市場に特化　クラウド型高度演算処理サービスの開発・事業化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 ｒｅ－ｖｕｅ合同会社 6010403012916 イベントラリー総合サポートシステム ひかり税理士法人

関東 東京都 世田谷区 オールスターズフードサービス株式会社 7010901042851 ザンギ、若鶏半身揚げを主力商品としたテイクアウト店の出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 有限会社小松屋酒店 1011002006149 親子３代続く老舗酒屋の焼きたてフォカッチャ製造販売と酒屋バーの事業化 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 あきる野市 株式会社さくらなでしこ 3013101005343 有機農産物に特化した収穫・加工・流通販売のアウトソーシング事業 株式会社北海道銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｉｎｉｍｅ 9011001107659 生産者とともに食品ロスを解決するＳＤＧｓ型商品のＥＣサイト開設 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社ＫＩＮＧＢＥＡＴ 8010401064544 ３ＤＣＧテクノロジーを駆使したバーチャル・ヒューマン開発業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＪＯＹ－ＮＥＲ 6010401136717 インフルエンサー・Ｙｏｕｔｕｂｅｒ向け財務的・法務的相談プラットフォームの開設 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｒｉｇｈｔ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ株式会社 6010001194421 上司が選べる転職プラットフォームの開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 富士産業株式会社 9180001018123 環境、人に優しい新発想ネイルリムーバー・ジェルネイルの開発で化粧品分野へ新規展開 株式会社十六銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ティオス 9010701006195 都市型ワイナリー事業を立ち上げ地元産ワインとして販売 東京商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社ユニテックス 2012301006029 町田・相模原から先進的なストレージ・システムでグローバル進出 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｙｃｋａ 8011001068167 世界最速最軽量の増毛エクステ専門店・世界初の美容オンラインスクールへの転換 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 世田谷区 株式会社アロハウェイ 4010903002377 小規模ブランド及びｅｃ倉庫事業者向け入出庫在庫システムＷＭＳ／ＴＭＳ提供事業 村田　累実

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｃｏｉ 6011101031167 「いこらぼ」食品モニターサービス事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社Ｍ’Ｓ　ＳＴＹＬＥ 3011801022369 アパレルと消費者をつなぐ「ヒト・モノ・情報」の発信基地 林田玲子

関東 東京都 中央区 ニックス株式会社 9010001053327 需要が高まるＰＯＣＴ業界への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 府中市 株式会社竜飛精工 1012402003033 医療用樹脂性マイクロニードルアレイの金型製作事業 株式会社青森銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社デファクトコミュニケーションズ 9011101061426 コンテンツ自動生成ＭＡツールの開発 さくら税理士法人

関東 東京都 大田区 和幸機械株式会社 3010801012818 脱炭素社会を実現する水素パイプライン用継ぎ手の開発 ペンデル税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社Ｚｏｗｉｅ 7010501039356 食肉処理業許可取得による卸売・小売の開始 関口　大介

関東 東京都 港区 株式会社アイディーエス 1010401036780 開発費及び納期を圧縮しＤＸ化を促進するＳａａＳ型マスターメンテナンス事業 野口五丈

関東 東京都 豊島区 株式会社ピュアソン 4013301021453 微生物検査事業新規参入のための研究施設の設立 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 林技研株式会社 1011101060996 当院オリジナル漢方サプリメント全国通信販売事業 杉田　浩二

関東 東京都 港区 株式会社美伸 2330001003917 基幹システムパッケージ化による業界初の従量課金制による販売プロジェクト 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 ソシウム株式会社 9010001186390 創薬支援受託からの創薬ライセンス事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社日本能率協会総合研究所 5010401023057 ビジネス／マーケティング情報自動化プラットフォーム事業 株式会社パートナーズ・コンサルティング

関東 東京都 世田谷区 有限会社フィナンシャル・サービス 4010902017748 オフィスサポートと共用フロントの機能を備えたリゾートワークステーション事業 柴田　裕士

関東 東京都 中央区 株式会社春陽堂書店 4010001047399 創業１４０周年の老舗による、印刷書籍から電子書籍へのダイナミックな業態転換 坪井　亮

関東 東京都 文京区 株式会社ケーアイイープロモーション 3011101042555 宝塚受験ノウハウとオンラインを活用した幼児教育分野への新規参入事業 大桑　克博

関東 東京都 杉並区 アマニエン 髪と頭皮の健康をサポートするヘッドスパ専門店事業 藤谷　亮

関東 東京都 渋谷区 Ｙｐｅｒ株式会社 9011301023424 自動配送ロボットの開発とそれによるサービス提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社アールジェイ 6010001187532 ＩｏＴ技術でコンテナの位置情報を提供するクラウドサービスの開発 岩崎　彰吾

関東 東京都 港区 株式会社ハイパードライブ 2010401132447 高品質・適正価格を実現するウエディングドレスレンタル事業への業種転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ジェー・ピー 6010001046440 平安茶道『淹茶道』の、配信と対面を融合したハイブリッド教室 古屋　健

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＩＧＨＴ　Ｏｈ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 6013201016444 子宮内フローラ（子宮内細菌叢の環境）を整え、妊娠成功率を向上させる、乳酸菌ジェル開発と不妊治療施設への販売 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

関東 東京都 練馬区 メリットパートナーズ法律事務所 ＡＩを用いた契約書チェックツール（ソフトウェア）の提供 荻野　直樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＡＧＯＪＯ 8011301021899 ＳＡＧＯＪＯスクールによる新分野展開 平野　巧

関東 東京都 千代田区 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社 5010602033409 守りの経営コンサルティングから攻めのＤＸコンサルティングへの転換 北村　浩幸

関東 東京都 中央区 株式会社ｄｏｔ 9180001123369 コロナ禍に対応した新業態　貸切型コンセプトホテル「ＭＡＮＧＡ　ＡＲＴ　ＲＯＯＭ」の展開 小川　隆義

関東 東京都 渋谷区 ＬＥＮＩＳ合同会社 8011003009680 渋谷区にホルモン焼肉店「レモホル酒場」をＦＣ出店 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社サナレ 9011601011665 店内の一部をコワーキングスペースとして貸出、非接触型非対面型店舗の運営 岡　佳伸

関東 東京都 杉並区 株式会社コムウェル 4011301004404 原宿ルアール東郷プロジェクト 株式会社東日本銀行

関東 東京都 杉並区 乃木坂プロパティーズ株式会社 2011301018587 不動産賃貸業から障害者グループホーム事業への大胆な業種転換 伊藤　智史

関東 東京都 練馬区 株式会社ＪＦＲ 2011603001497 エネルギー・資源循環型メタン発酵発電システムの販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 荒川区 株式会社三英商会 8011501009942 アッセンブリ機能の内製化による商品企画販売業等への業態転換 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＮＤＲＯＬＬ 8010701035096 ゲームで生活習慣を改善！ＡＲ技術とバイタルデータを活用した生活習慣改善アプリの開発！ 野口五丈

関東 東京都 中央区 テクノブロード株式会社 9010001135455 理科化学物理のＶＲ（バーチャル）実験学習をクラウド提供する 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＦＯＵＲ　ＳＥＥＤＳ　ＦＯＯＤＳ　ＥＸＰＲＥＳＳ 9010401059213 ウィズコロナ時代のニーズに沿った、テイクアウト業態への思い切った転換 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社Ｐｅａｃｅ　ａｎｄ　Ｃｌｅａｎ 6012401036319 船舶業界における内装リペア事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 エールジャパン株式会社 8011101051997 世界１９０カ国に新たに商品を販売し、国内依存から脱却しＶ字回復を狙う！ 長谷　有希央

関東 東京都 新宿区 株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ 4040001089620 日本製品を世界へ発信！ライブコマース配信等のサポート事業を展開 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 株式会社レコチョク 4011001048131 ＤｔｏＦソリューション事業への参入について 株式会社三井住友銀行
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関東 東京都 立川市 株式会社ワイテイアイ 5012801001740 航空機部品から産業用マイクロバブル発生装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 渋谷区 有限会社ジェラード 2011002030817 来店型販売から動画配信を活用した特設ＥＣサイト事業への業態転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 多摩市 アリス株式会社 3010101000275 卸売事業から大型時間貸し会議室事業への業態転換 川崎信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社風力エネルギー研究所 5010401069538 風力エネルギー資源総合評価サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 セットインターナショナル株式会社 1010001020929 ドローンリアルタイム映像配信プラットフォーム構築事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 東大和市 株式会社エース 6012801018585 ４つの「家庭をもつ３０代向けサービス」で家族を繋ぐフィットネスクラブ事業 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社八王子エルシイ 2010101003072 老舗結婚式場から空間・映像と飲食を活かすハイブリッド型地域貢献施設へ 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 ガーデンモール印西歯科 感染対策、非接触対応デジタル機器導入でデンタルエステ業へ進出 前田　直

関東 東京都 江東区 リカシツ株式会社 5010602029365 理化学蒸留器を使った国産クラフトジン事業への新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 北区 日成工業株式会社 6011501003641 テントトラス材を活用した屋外作業環境改善コンサルティング 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドウェーブ 2013401004855 マーケティングプロモーションをデータバンク化したシステムの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社フィンスター 7010001173960 不動産テック企業へ進化！ＡＩ　技術を活用した不動産取引サービス開発 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 レアルコンサルティング株式会社 8011101056402 西新宿エリアを中心としたテレワークスペースの新規運営事業 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 八王子市 株式会社奥田染工場 2010101000730 染色工場による高付加価値型の織物サンプル製作システムの構築 内田　雄太

関東 東京都 中央区 株式会社澤石商店 9010001045373 重度障害者向け地域密着型住居の新設・運営および重度障害者向け住居のコンサルティング開始 ペンデル税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社フードナビ 5013301028340 グループ４００店舗のお店の味をＥＣでお届け事業計画 山田　祥雄

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ 6010901041846 ＳＮＳで思い出を残したくなる東京一映えるスウィーツ店の出店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 豊島区 近代産業株式会社 4013301002619 不動産事業のノウハウを活かし、アフターコロナの需要を的確に捉えた新形態のカフェ事業に挑戦 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＯＬＯ 8011001123756 ＹＯＬＯチョコで心も体も健やかに！人を繋げる健康菓子の販売 岩井　久典

関東 東京都 渋谷区 株式会社イブ・コミュニケーションズ 8010701001032 ｅ－ラーニングを中心とした総合学習プラットフォーム事業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 ａ２ｎｅｔｗｏｒｋ株式会社 5010401059670 国内終端可能なサービスプラットフォーム使用しキャリアニュートラルなｗｉｆｉ通信サービス提供 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社アイビー 3012401032642 農場で測定可能な新規牛血液自動分析システム開発および販売 井上大輔

関東 東京都 港区 Ｐａｃｅｒ株式会社 3010401123957 インバウンドマーケティングのノウハウを活用した海外ライブコマース事業 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アーケロンプロダクツ 8011001096119 看護師専用採用ＣＭＳの提供による応募拡大とコスト削減 税理士法人クラフトマン

関東 東京都 千代田区 フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 1010001082127 二拠点居住のモデルケース構築とリゾートワーク推進に関する事業 景山　洋介

関東 東京都 千代田区 アンテナ株式会社 8010401068644 地域ＤＸ・ＩＣＴへ中小情報システム部ニーズを適えるＢｔｏＢコワーキング拠点事業 湘南信用金庫

関東 東京都 新宿区 三信トレーディング株式会社 6011101063284 『ＡＩによる錦鯉価値評価システムを使ったオンライン品評会及び錦鯉価値認定書発行サービス』を構築する事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 鵜山リゾート株式会社 2011001110792 山あいの直売所に海を作る！関東初【釣り堀・ＢＢＱ場・直売所】を融合した「晴れパークたてやま」開業 株式会社東和銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ワークスメディア 8010001122495 人事課題をテクノロジーで解決する、ＷＥＢ　社内報『Ｓｐｏｔｗｒｉｔｅ』 ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社スピン 3011101057512 コロナ禍の非接触接客を実現。遠隔接客システム「アバターコンシェルジュ」開発事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 北区 川金産業株式会社 7011501001058 非鉄問屋がメーカーに転換、五軸加工機とロボットで半導体製造装置業界に進出 株式会社八十二銀行

関東 東京都 目黒区 ミレカーサ 「食」の専門性を高めた多角的サービスへの事業転換 星野　裕司

関東 東京都 豊島区 一般社団法人林創研 6013305002927 環境教育事業から先端技術による自然資源コンサルティング事業への再構築 石塚　憲一

関東 東京都 港区 株式会社ＧＩＡＮＴ　ＳＷＩＮＧ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 2010403012886 完全無人セルフエステ施設「わたしのＢＯＸ」のＦＣ本部事業 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社京浜工業所 9010701003028 新設備導入による半導体業界とＥＶ自動車業界への新規進出計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ティーエッセンス 7010001112299 寿司屋の出店とセントラルキッチンの構築 齋藤　泰行

関東 東京都 新宿区 株式会社モンキー・アドヴァタイジング 5011001063237 「神戸ビーフ」の“おうちｄｅ焼肉”を実現する精肉加工・販売業への業態転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 ＳＨＩＮＫＡ株式会社 6011001093472 「医療接遇」学習プラットホーム事業への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ノーチラス 3011001056168 Ｗｅｂデザインカメラを利用した“特殊動画撮影システム構築”による新規顧客の開拓 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハコスコ 1011001101347 ブレインテック事業：脳活動計測デバイスとソリューションの開発販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 大田区 株式会社マイティーカーサービス 5010801018664 ＡＩ新技術（群知能）を搭載した欧州製ＡＧＦ（自律走行型フォークリフト）の拡販事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 ライノジャパン株式会社 3011701018368 ポリウレアを建材として製品化する製造業への進出 奈良　洋

関東 東京都 大田区 株式会社ヨシザワ 5010801012444 環境・エネルギー分野への新規参入による事業再構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 青梅市 株式会社学光社 7013101003541 電子黒板を使ったオンライン授業と自立型個別指導を用いた業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 吉見建設株式会社 1011601007241 監視データ分析に基づく効率的太陽光発電所メンテナンス事業 梅川　貢一郎

関東 東京都 東大和市 エンジョイ株式会社 4012801009413 介護事業の基盤を活かし、高齢者向け宅配弁当事業に参入する。 高畑　朋彦

関東 東京都 千代田区 株式会社ソレイユ 5030001014958 補償コンサルタント業務の劇的な効率化を全国へ！ 服部　隼和

関東 東京都 江戸川区 株式会社スガワラ 2011701004245 顧客要求事項に応え、事業を継続し向上させるための新分野（洋上風力発電事業）への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社リバティフィール 6010901012855 セントラルキッチンを中心とした食品製造・販売による新販路開拓 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中野区 株式会社エスピーブレイン 2011201000785 イベントのＤＸ化によりオンライン×リアルの新時代ハイブリッドイベント事業を構築する 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 東京都 墨田区 興和コイルセンター株式会社 7010601027608 自動車用コイル加工業から鉄骨資材用コイル加工業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 台東区 オリエース株式会社 9040001089558 プログラミングロボットの製造、販売及びＡＩ、ロボット分野に参入 セントラルクリエイツ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社松富士食品 8010001133492 業態転換による自社製造した冷凍餃子の自動販売機での販売事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 千代田区 スキルアップＡＩ株式会社 2011001122086 問題生成アルゴリズムによる問題作成支援ツールの開発 越川　智子

関東 東京都 渋谷区 Ｓ．Ｈ．Ｎ株式会社 5010401112867 本格ラム肉をお気軽に！昼営業＆テイクアウト可能なジンギスカン店の複数店舗展開による事業再構築計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社クレアティブ 1011001092743 テジタル情報技術を活用した焼き菓子・生菓子等製造及びＥＣ販売 新都税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｏｒｋｓ 2010001196090 非接触対応個室型ワークブース事業への新事業分野展開 前田　直

関東 東京都 江東区 株式会社三協 7010601001604 オンライン・イベント・マーケティング支援事業 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 5010401132790 ＴＩＫ　ＴＯＫ　データ分析システム構築事業 植崎紳矢

関東 東京都 墨田区 株式会社大久保製壜所 9010601036672 化粧品用ポストイン配送対応高機能薄型ガラスびんの製造販売への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社リディアワークス 2010601040136 高性能抗菌抗ウイルス塗料及びフィルム原反開発製造による業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社三陽機械製作所 8010801004843 航空機から食品分野へ！！多様化ニーズに即応する工業部品製造の新展開 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＱＵＡ－ＴＲＩＰ 1012401031555 カフェ併設・自家製天然酵母を使用した高級食パン事業への再構築 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 東京ケータリング株式会社 3011001030453 飲食店舗を改装した「カフェテリア付きフレキシブルオフィス」事業の実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社エヌワイ 1010401005042 舶用機器部品販売のＤＸ化で海運業界に変革を起こす 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 ＡＶＡ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ株式会社 5010001195791 旅行提案機能の外部貸出し ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社アルプロス 5011101054994 『英語学習特化型ソーシャルメディア事業』の開発 野口五丈

関東 東京都 文京区 株式会社アリスマティック 6011001072807 ファンとクリエーターを絆で繋ぐクリエーター応援サービス事業 株式会社東和銀行

関東 東京都 千代田区 ｍｏａｋｓ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 7011001110045 大自然の中の空き家を再活用！「民泊　ｘ　サウナ」が満喫できる民泊事業。 鶴間規文

関東 東京都 荒川区 Ｚｉｐ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ株式会社 1010901042485 自走型ロープウェイ「Ｚｉｐｐａｒ」の開発に関する補助事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＦＩＭ 4011801025998 建設業向け工程管理システムの開発・販売～市販モバイルを利用したパッケージ製品～ ＡＢＣ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社プルーヌス 9010001165824 イベントとの相乗効果を高めた移動式の焼き芋販売事業への転換 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 町田市 ＭＯＴＯ　ＴＯＵＲＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3012301010632 浅間園プロジェクト 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社キング 1010801015450 自動販売機を利用した冷凍ラーメン・牛タン・イクラ丼等の販売による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ナイスク 6011101015293 原稿のファクトチェック・サービス、ＡＩを用いた自動化プロジェクト 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ナダヤ酒店 酒屋と酒蔵で考える究極のおつまみ冷凍食品通信販売事業 渡邉　賢

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＤベンディング 7011801022745 ＱＲコード端末を搭載した自動販売機による広告及びマーケティング事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社アトマ 1011001097783 未来を見据えた「サスティナブル・ギャラリーカフェ」 髙司　浩史

関東 東京都 港区 株式会社フードテックキャピタル 9011101052771 デリバリープラットフォームデータ集約システムの開発運営 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳａｙｓＭｅ 4012401022188 日本人クリエーターを応援するマッチングサービス事業 昭和信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ユウヤ 5011201005063 新しい時代に対応したカードショップのリアル店舗とネット販売の融合 西京信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社タニタ食堂 6011401017832
１）健康支援型のコワーキングスペースの開設

２）オフィス向けの冷蔵・冷凍食品の製造及び配送
背戸柳　良辰

関東 東京都 目黒区 株式会社ループ 3013201010227 コアファン向けオンラインライブの超高精細機材での撮影＆配信事業 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社ＮＡＳＨ 1013202014468 ロケバス会社が創る自然光いっぱいの撮影スタジオ 株式会社付加価値ファクトリー

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｈｕｂ　Ｔｏｋｙｏ 3010001146631 ご近所ワーク＆ライフ拠点運営への転換と飲食物販／宿泊／学童等付帯事業開発 北川　知明

関東 東京都 港区 東運ウェアハウス株式会社 8010401019011 アーバンロジスティクスセンター＠ＴＯＫＹＯプロジェクト 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社プラグ 2013301019838 ＡＩデザイン生成技術を使った　デザイン会社から包装資材商社への業種転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ヘアーメイクアフロディーテ ＰＨＯＴＯスタジオ兼用美容室 特定非営利活動法人　横浜中小企業診断士会

関東 東京都 渋谷区 株式会社運動会屋 6020001087962 廃校を利活用したキャンプ場で、地域を活性化する事業再構築の取り組み 川崎信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社Ｓ－ＴＥＫＴ 6010601034712 商社に依存しない（Ｓ－ＴＥＫＴの強みを生かした）販売システムの構築と建設業の活性化 高田　直美

関東 東京都 千代田区 合同会社ＰＶＨジャパン 3011001047076 ＣＫ製品の企画及び自社プラットフォーム構築によるＥＣ事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 トープロテクノサービス株式会社 6010801020719 基板設計をＡＩで自働化し開発者のアイデアを超高速に具現化する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 エートーキョー株式会社 3010401060886 地域ギャラリー作品を地域で購入できる新小型アートフェア事業 西河　豊

関東 東京都 千代田区 アイピック株式会社 1011801005540 一般消費者向けパーティションの商品開発及びＥＣシステム基盤の開発によるＥＣ事業の確立 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 狛江市 有限会社ＨＥＡＲＴ 4100002008077 家族で楽しむグランピング施設新規事業開設 アイタック税理士法人

関東 神奈川県 厚木市 株式会社七沢荘 3021001021930 ワーケーション環境構築及び日帰り温泉客の滞留時間増加による収益性の向上 税理士法人まもる

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社３Ｄ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4090001014490 最先端の金属３Ｄプリント部品を実現する新構図の製造インフラストラクチャー 横浜信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 株式会社プラスシー 4021001064193 「店の味をそのままご家庭へ」通信販売事業へ参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＣＲＡＮＥ 7020001105517 ぶっち屋感染対策リニューアル＆カスタマイズテイクアウト事業開始 柏崎　裕介

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｍ＆Ｍ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ．Ｉｎｃ． 6020001053312 料理店による料理教室事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 田むら丸 片瀬江ノ島産生しらす・加工品の直売所事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＹＯＲＩＭＯ 8020001093926 「老舗焼き鳥屋」の「テイクアウト事業展開」へ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社マッシュアップ 7021001051288 アフターコロナを見据えた洋菓子のテイクアウト・オンラインショップ専門店立ち上げ事業 大和商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＷＯＫＩＮＩ 1021001034562 居酒屋経営からテイクアウト・ＥＣ販売・店内飲食３本柱のフレンチレストラン事業へ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社竹川商会 1021001040701 コロナ禍およびコロナ後も見据えた完全無人クリーニング店舗の開発 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 有限会社石山商事 7021002044596 シニア層をターゲットとしたコロナ対応完全個室型の介護脱毛事業 海老名商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 ＲＡＶＥＮ株式会社 2020001103954 モビリティパークからバイク・自動車整備サービスへ新分野展開 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 合同会社Ｈｏｒｉｚｏｎ 1021003005909 独自仕入ルートを活かした天然石加工品のＥＣ卸売販売事業 北村　亮太

関東 神奈川県 海老名市 株式会社プゥル・ヴー 9021001029869 環境負荷軽減につなげる地域限定宅配クリーニングシステムの構築 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 厚木市 株式会社エミール・ポー 9021001024507 強みであるワインと馬肉小売り専門店出店によるシナジーの発揮 内田　哲夫

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社小山土木 9020001115638 住宅を支える基礎工事業から工事業者を支える資材販売業への展開 上薗　朗

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ワールドウィング 4020002076768 横浜ビジネス街の“高級釜めしと串焼き酒房”から名物商店街と大学生で賑わう住宅地で“大衆カレー専門店”への事業転換 末永　浩之

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ＳＳウェブデザイン 8021001070907 難加工素材向け複雑系デザインを半自動化して受注・製造 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社香炉庵 1021001009936 菓子製造技術を応用したクラフト生餅開発及び冷凍流通の為の新規設備の導入 横浜信用金庫



38 / 54 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【関東ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＦＶコンサルティング 8021001008106 ３６０度カメラとドローンを使った、土地の景観シュミレーション及び災害の点検サービス 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 東湘印版株式会社 1021001009341 ＢｔｏＢ印刷事業からＢｔｏＣプロダクト製造販売業への新展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ゼノリス 3021001067148 社会貢献事業を第２の柱とする就労移行支援事業の構築と運営 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ＨＥＡＲＴＹ 6021001058540 既存のフィットネス設備を有効活用した新サービス構築による新分野展開 若杉　拓弥

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社アスター 7011801023925 地域密着こだわりの冷凍パン製造・販売事業への新規展開 田村　惟人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 長澤運輸株式会社 1020001018369 物販を主体とする新業態開発および販売チャネル拡充の取り組み 井上　真伯

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 シゲル精範株式会社 5020001097599 高精密部品製造で積み重ねた技術力を活用したオリジナル時計制作による業容拡大 株式会社フロウシンク

関東 神奈川県 横浜市青葉区 プロテック株式会社 8020001080552 換気も万全！安心安全な国産ブランド肉を使った焼肉屋に事業転換 井下　佳郎

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社フィールド 3020001090639 コインランドリーを新設、インバウンド頼みの需要から脱却するゲストハウス。 ＴＡＯ税理士法人

関東 神奈川県 小田原市 日本ジャンボー株式会社 8021001033483 オンライン配信型ヨガレッスンと予約制個人ヨガスペースの提供 経営サポート株式会社

関東 神奈川県 大和市 株式会社ケイ・システム 6021001057609 廃棄物の伝票（マニフェスト）データをオンラインデータ化できるシステム 大和商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社Ｈ＆Ａ 2020001061293 健康を意識したオーガニック商品の販売と販売インフラの提供事業への展開 伊藤　文彦

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社ファースト・バリュー 5020002071636 当社の強みを活かした新分野展開、「冷製芋」の製造販売 マエサワ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社北川デンタルラボラトリー 4020002011592 超高齢化社会で訪問診療を支援！新しい義歯による歯科技工所の新分野展開 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市港北区 ラクトピール株式会社 4090001015381 自社の特許製品と新たに行う医療機器レンタル業への業種転換 税理士法人長谷川＆パートナーズ

関東 神奈川県 横浜市旭区 ＪＵＮＥ　ＬＩＧＨＴ　ＧＡＲＤＥＮ アフターコロナ　人と犬、繋がりと癒しを再興するドッグカフェ作り 町田商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 エヌ・エイ・アイ株式会社 3020001037160 ＴＲＡＤＯＳ、ＡＩを駆使し、速い安い良質な翻訳提供と動画多言語化 井出　秀一

関東 神奈川県 藤沢市 シェン・ヒーロー株式会社 1021001006009 リアルタイム自動入出在庫システムのサブスクリプションへの業態転換事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社アドライナー 9021001073842 焼き鳥屋のエキナカ出店計画 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 山口　由美 登録有形文化財である住宅の新たな有効活用 馬場　章嘉

関東 神奈川県 平塚市 株式会社創新工業 9021002061128 中古コンテナハウスの外装・内装を顧客ニーズに応じてリフォームし販売する 髙橋　理泰

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 合同会社ウィンミン 3020003011592 キッチンカーによる「ふすま粉」を使った低糖質パンの販売 伊藤　央

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社ワイアールエス 2021002049559 段ボール型設計・製造事業計画 濱野　真一

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ブリッヂウィン 9040001114035 食品工場と連携したテイクアウト・デリバリー事業への進出 近山　寿博

関東 神奈川県 横浜市中区 スモーキンフィッシュ デジタルコンテンツ向け音楽録音と放送局向け番組制作スタジオレンタル事業 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社リライト 3020001096314 「低廉不動産に特化した不動産のマッチングサービス」の提供 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社サザンクロススタジオ 6020001003936 アフターコロナ時代を生き抜くＤＸによる「３６０度３Ｄスキャニング撮影」と、「テイクアウトカフェ」で事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 横浜市緑区 ＨＤ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ合同会社 4020003009066 『「ヘッドフォンコンサート」＋「Ｌｉｖｅ　Ｅｘｔｒｅｍｅ」ＤＳＤ動画配信　』 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 イーマート 韓国料理（惣菜）の持ち帰り・配達サービス業 税理士法人エフプラス

関東 神奈川県 相模原市緑区 とこはむ 野生鳥獣の皮革産業から食用肉の活用への事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ゼオシステム 9020001023519 家庭に普及できる通信機能を持つ適正価格な福祉機器尿流計の開発 税理士法人友和会計

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジャムコム 6020001042711 シルバー人材センターとの提携によるお墓参り代行受託の事業化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 イーライフ株式会社 1011101075334 システム開発を活かした中華食材のＥＣサイト、アプリでの販売へ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ有限会社 6020002071692 居酒屋からＢＡＲ業態への新規参入と、和食店２店舗がコラボした通販部門の事業化の二毛作。 春田　祐輔

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社けんこう総研 6020001094034 産学連携スポーツ科学に基づくメンタル疾患予防プログラムの提供 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ともクリエーションズ 3020001093864 美術館等に対する汎用バーチャル展示スペース運営事業による新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 ひろそう 地元食材を活用しあ介護食製造・宅配事業への進出 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヤマケン 3020001127878 ハウスクリーニング及び表具張替え修理業の最大手業者２社とのフランチャイズ契約 三浦商工会議所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 Ｅａｔ＆Ｓｍｉｌｅ 既存事業の強みを活かした新スイーツの開発によるテイクアウト、ＥＣ販売の販路開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＯＮＴＥ　ＧＲＡＮＤＥ 6020001133460 横浜ビストロの挑戦！観光地でのキッチンコンテナ新分野開拓事業 米森　達也

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ｈｏｌｉｄａｙ 3021001050616 湘南ポモロンを使用した食品の製造販売と付随するツールの作成。 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社タケヤマ 8021001062359 高齢者を置き去りにしないタケヤマの「地域の配達屋さん」 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 型無株式会社 4013201013402 天ぷらテイクアウトと冷凍加工食品の小売りによる「家でも居酒屋化計画」 川崎信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 Ｏｒｉｃｅ　オリーチェ オンラインワークショップ手縫い革小物製作 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 平塚市 ＲＯＵＮＤ 地域密着型テイクアウト専門からあげ屋の開業 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社リトルモア 7020001104031 働く女性のためのオンライン画面映えするマツエクサロンの展開 越沼　康明

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社潮田商事 2020001124463 地産地消の原材料を活用した総合スイーツファクトリーの新設と食品製造卸売による販路の多角化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＫＯＺＡＫＩＫＡＫＵ 6021001063251 デザイン・ライブコマースによる事業再構築 岩瀬　学

関東 神奈川県 横浜市中区 ミルピグ ナチュラルチーズの卸・販売への業種転換 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社心 2020001082851 横浜から全国へ！「フレンチ×和食材×ラーメン」の新展開 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社オリテックス 3020001036708 スポーツ用途に特化したハンドケア製品の新規販売事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 トロン合同会社 6021003005235 コロナ禍需要にも対応できる中古品買取事業の展開 中村　健一郎

関東 神奈川県 三浦市 有限会社じこう 7021002072119 和食料理店による野菜の未利用部位を活用したスイーツ販売事業 三浦商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 ジャンボ株式会社 3020001090746 新たな極小（３ｍｍ）ドライアイス製造・提供で販路拡大 松戸商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社イーストラル 1020001128498 小口配送を付加サービスとする調剤薬局事業への進出 辻　徹

関東 神奈川県 秦野市 有限会社Ｘｉｎｇｆｕ 2021002039329 アフターコロナを見据えた「非接触型育毛エステ事業」への新分野展開 山口　翔

関東 神奈川県 逗子市 株式会社山や 2021001056317 新メニューテイクアウト及び冷凍自販機での非対面販売・ＳＮＳでの販路拡大事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社菅原塗装工房 6021002028195 ウィズコロナ時代の住環境、職場環境改善の提案を行うインテリアデザイン事業の展開 相模原商工会議所
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関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社イーキューブ 4020001044791 横浜から全国、全国から世界へ飲食デリバリーアプリ事業 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社井定工務店 1020002047508 最新加工設備とオリジナル配送在庫管理システムによる新分野展開 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 オーエムオー株式会社 8020001079198 廃材となる古材の再利用・付加価値化による循環型事業へ再構築 川井　良訓

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ヒラタ工業 8020001100764 サブマリンスライサー工法を用いた高速道路改修工事の受注拡大と売上アップを目指す 澤口　洋輔

関東 神奈川県 横浜市旭区 ビースタジオ テイクアウト専門のおにぎり販売店 吉川　徳男

関東 神奈川県 中郡二宮町 合同会社ＴＦＳ 1021003007203 二宮町に愛されるからあげテイクアウト専門店 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 丸山クリーニング 地域に貢献できる不動産賃貸業へクリーニング業からの事業再構築 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社はまゆう 3021001067750 テラスを活用したバーベキューの提供 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社サウンド・エム 6020001008687 高品質の音響による、オンライン配信専用のレンタルスタジオの運営 伊藤　圭佑

関東 神奈川県 座間市 株式会社服部工業 6021001059638 建築防水工事業から焼肉店への新分野展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社インフューズ 2021001028778 本厚木のコワーキングスペース及びＩＴサービスによる最適化事業 大坪　要

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 有限会社アシストホーム 6021002068662 ドローンと赤外線カメラを使ったインスペクション事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 ディーワークス株式会社 3021001010165 事業再構築、出張バーベキュー事業への転換 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社ＩＮＳＰＩＲＥ　ＬＥＡＤＥＲＳＨＩＰ 5010401110334 自社ノウハウを使ったフィービジネス「ファシリテーター認定事業」の構築 森野　英昭

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社クロスウェル 2020001043515 スマートウォッチユーザーに向けた自律神経解析エンジンアプリの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 有限会社バッフィングコム 3021002048667 農業用ドローンを使った農薬散布等受託事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 有限会社椿建設 7021002054240 建設業で築いた機動力と技術でエクステリア管理の分野へ新規参入 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社レック 9020001111918 家族対応型ワーケーション事業 椿　祐輔

関東 神奈川県 横浜市中区 バーフォーティーフォー スポーツファンに向けたオンラインサービスを盛り込んだ飲食店への事業転換 株式会社エヌアンドエスコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ティークエクシード 2020001054801 ＥＣ事業及び店舗による小売販売と自社高齢技術者（体力的に厳しくなった者）の職種転換事業 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ハート・ネット有限会社 6020002074539 化粧品販売代理店の育成ノウハウを生かした化粧品検定受験校の運営事業 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 仁屋 貸ボート事業進出による飲食店との相乗効果向上計画 山本　文則

関東 神奈川県 横浜市西区 クリエイトヘア　フレア 美容で学んだ毛髪理論を活かし美容室内で男性専用のセルフ脱毛をメインにした新分野展開 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 海老名市 株式会社ＳＡＩｐｌｕｓ建築設計事務所 8021001053275 建築士が体系的に設計する学びのための動画配信事業への事業転換 神宮前あおば税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社竹林石材店 1021002049824 本小松石の石風呂など自社ブランドの開発と製造販売の展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ＴＡＮＯＪＩ株式会社 7010002018371 横浜港の大型客船のクルー向けキッチンカーサービス事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社若竹 7020001057188 飲食店舗に新たな風を巻き起こす（時代）に合わせた新業態開発化計画 新井　省三

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ラ・モードコンドー 4021001009652 国内外へ！日本発・日本産生地販売とオンライン接客サービス事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社一凛堂 9021001050668 和紙を使用した書籍出版事業「ＪＡＰＡＮ　ＣＲＡＦＴ　ＢＯＯＫ」 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社テイクプラン 1021001046533 子供・シニア向けドローン教室に係る事業再構築計画 税理士法人ＦａｒｒｏｗＰａｒｔｎｅｒｓ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社うさぎの骨 5020001106715 医療×最新非接触型マシンエステでコロナに打ち勝つボディメイク 大槻　恭頌

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 塚越技研 水中ドローン事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社リベルタ 4020001134254 自社修理した中古プリンター販売のためのシステム構築による新分野展開 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 厚木市 有限会社Ｍ＆Ｍ 8021002027906 インターネット動画配信特化貸し音楽スタジオ事業 税理士法人りんく

関東 神奈川県 藤沢市 モア　イズ　フレンズ 高齢者向け訪問カット・リラクゼーション理容室の展開 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 逗子市 株式会社ＵＮＩＱＵＥ　ＨＯＭＥＳ 8021001059000 「まちのもったいない」資源が地域循環経済を作る　ＳＤＧ＇ｓな惣菜製造・販売で地域にコミットする新分野展 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 ドリーメイク株式会社 8021001072845 ボディメイクのノウハウを活かしたキッズダンススクールへの進出 ウィズ経営コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 相模原市南区 セイワ歯科 予防診療サービスの開始 原口香絵

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社リトルクルー 8021001073034 整骨院の経験を経て創るウェルビーイング事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 神奈川県 鎌倉市 カイラニインターナショナル合同会社 3020003012533 サーフィンスクール事業。及びボード、ウエットスーツ、レンタルサービス事業。 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 トーエ治療院 オリジナルマッサージ器の製造、販売とその販路拡大。製作器具での院内新メニュー導入。 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＢＩＢＬＥＯＮＣＬＵＢＨＯＬＤＩＮＧＳ 7020001121480 タピオカ店頭販売飲食店から農産物直売併用飲食店、旅館業へ 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社リフォーマル 6021001054589 ポストコロナに対応したレジャー船舶の内装工事業への事業転換 鈴木　一貴

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 三拍子 近隣に住むファミリーをターゲットとした写真スタジオの開業 税理士法人みなと東京会計

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 7010901040533 在留外国人向けグローバルレンタルオフィスの新規開設 板山　翔

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 スプーン有限会社 9010402020041 簡単に料理ができる、健康ＳＯＹ－ＭＩＬＫ（豆乳）加工食品の開発、ネット販売 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｓａｎｄｂａｒ （併設）高齢者向け配食事業 相原　聡

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社アセンダント 3011701014838 外見からはわからないハンディキャップを持つお客様にやさしい宿 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市青葉区 カラオケハウス銀の夢藤が丘店 近未来ＡＩピアノＢＡＲ展開による事業再構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 「教養講座」と「お茶会事業」～日本の女性パワーと伝統文化で、世界を元気に！ 川崎商工会議所

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 一般社団法人こどものそら 3021005011085 保育士ダイレクトの「オンライン相談窓口×養成研修」への業態転換事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 セグウェイジャパン株式会社 8020001060026 シェアリング用電動キックスクーター事業を地元企業が主体となり、ＩｏＴ技術を利用した健康で安全な都市移動とＭａａＳを実現 税理士法人グローバル・パートナーズ

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社天＿ 1021002003434 小規模葬儀社で実施していない湯灌サービスを提供し売上ＵＰ！ 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｄｅｆ　ｅａｔ 5020001095751 新型コロナ禍の克服を目指す、『ネオ街中華』業態の店舗の新展開 齊藤　光介

関東 神奈川県 相模原市中央区 特定非営利活動法人ＦＣコラソン 8021005002930 快適なスポーツ環境と指導を提供する総合型地域スポーツクラブへ 鈴木　峰陽

関東 神奈川県 平塚市 大塚たかし ミュージカル俳優による地域密着型ミュージカルスクール事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 有限会社出羽藥品 2021002032507 温活・妊活・膣活『日本初！膣ケアメディカルサロン』運営事業 青木昌一
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関東 神奈川県 横浜市西区 はりきゅうラフ キッチンカー事業　「横濱うま手羽屋」の新規開業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 串武 ２４時間販売！生ホルモン冷凍自動販売機設置で　新分野展開プラン 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＨＧＹ 1020001126964 ＤＸの活用とともにお客様に感動をもたらす体感型「ヤンコチ」専門店 青松　伸幸

関東 神奈川県 川崎市多摩区 Ｓｏｕｎｄ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄａｗｎ ライブ映像を高音質・４Ｋ画質で録音・録画し、音楽映像コンテンツを制作するサービスの新設 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社榎亭 4020002041747 滞在型から街歩き型へ　横浜山手人気洋菓子店の新規市場開拓「食べ歩き＆テイクアウト」店舗を開業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社樫乃屋 7020001135613 中小企業の課題を解決！フォローアップも万全なＣＲＭシステム開発 株式会社ビズグランツ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ｓ．ｓｔｏｒｙ株式会社 4011001105320 日本の技術で再生したリユース商品を発展途上国へ 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市中原区 大衆鉄板たこ一はなれ コロナ禍・アフターコロナを見据えた次世代型飲食店の展開 平野　俊輔

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒ 4020001118513 離婚のリスクから女性を守るための専門家マッチングアプリ事業 高尾将嘉

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社エーアイ 2020001088378 住宅宿泊事業による、既存建物のフルリノベーション計画 保坂　弘達

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ヒロガルセカイ株式会社 8020002076327 動画の所有権を売買できるプラットホームビジネス 株式会社企業参謀

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ほっこりケアサポート 5020001050616 ほこサロＣａｆｅ～ずっと生活を愉しむための足のいたわり処～ 松村　一朗

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 岩瀨メツキ株式会社 3020001016668 脱炭素社会に対応した二酸化炭素圧入用ＣＣＳ継手合金メッキ加工への事業転換 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｐｅａｃｅ 7020001079637 アスベストアナライザー導入による、含有建材の即時判定と調査結果をクラウド上で閲覧可能にする新分野展開事業計画 井上大輔

関東 神奈川県 横浜市旭区 武田設備株式会社 4020001085010 「空気質見える化提案書」をもとにしたベストな空調設備を販売 須永　達也

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＫＯＮＡＲＡ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9021001049272 住宅建設で培った内装デザイン力を生かしたオリジナル家具の製造販売事業の立上げ 一戸　雅行

関東 神奈川県 鎌倉市 エイチエフユナイテッド株式会社 5012701011352 複合型コワーキングスペース出店とコワーキング管理システム販売 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 水信商店株式会社 3020001024539 地場の旬な青果物を使った半生加工食品製造販売による新分野展開 小久保　和人

関東 神奈川県 中郡二宮町 株式会社ＳＷＡＴ 3021001065151 既存内装業の経験を活かしたドライガーデン専門造園業への進出 三輪　篤史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社コンフィデンス 5020001094984 ＷＥＢアプリケーションを使ったエンターテイメント人材マッチング事業 税理士法人キャシュモ

関東 神奈川県 小田原市 有限会社ますや 4021002053105 小田原の地産食材を使った飲食事業への転換 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社湘南クリーニング 4020001090836 共働き用２４ｈ稼働クリーニング＆ミシュランとんかつデリバリー店 浅山　直希

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社コネクト 6021001072847 配管設備工事業から半導体製造装置用クリーン配管製造業への転換 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ムカエテクノ 5020001122638 事業承継を見据えた、神奈川初のｅスポーツカフェへの新事業展開 株式会社エム．サポーティング

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社山下鈑金工業 3021002005148 鉄道車両での感染リスクを軽減させる抗菌運転台の製品化 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社スリーエース工業 7021001022140 ＩＯＴとＡＩ機能を活用した大型筐体の効率的製造による業態転換 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社信和商会 6020001013084 特許取得の革新的な縫製機械の製造販売によりコロナ危機を乗り越える 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 藤沢市 モモ 藤沢市鵠沼海岸前という立地条件ならではのコインランドリー事業 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 相模原市南区 相模コンベヤー工業株式会社 1021001012171 唯一無二の小型コンベヤーの製造をラボから発信するプロジェクト 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社海老名鋼材 3021001027259 厚板切断加工を可能にする最新設備の導入で、付加価値向上と利益創出 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社粋人 6020002101680 ペットも共存社会に 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ピュアステップ 6020001118008 放課後等デイサービスに特化した業務効率化を支援するシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社あおい運輸 3020002003707 大型自動車用ディスクブレーキのキャリパーリビルト事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 中田商事株式会社 5020001010347 対人接触を減じたスタッフ不在型ホテルの運営 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＩＴＳグリッド 7020001089834 プレシジョンアプローチレコーダー・ＰＡＲシステムの開発 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市幸区 丸岡建興株式会社 4020001071547 鎌倉の地で地域密着型のカフェとデザイン性重視の民泊施設を経営 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社丸幸商事 2021002012145 個人宅向け定額会員制の水まわりの点検及び補修 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ユニオン産業 5020001070366 完全脱プラ、脱炭素の世界へ：１００％植物由来のバイオプラスチック製品開発と里山資源の循環 川崎信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社インテグレートテイン 3021001024784 自動制御ノウハウを活かし、自動殺菌消毒器『ハンドルディスペンサー』の開発と全国販売展開への取組み シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市南区 横浜商事株式会社 2020001110694 中華料理店をターゲットとした国産合鴨加工卸売業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社Ｆｌｙ 4020001111518 元旅館を使ったキッチン付き撮影スタジオ兼多目的スペースの運営 大庭　康孝

関東 神奈川県 相模原市中央区 関門工業株式会社 8021001011737 コロナの影響で減少する産業用機械等向け分野から移動販売車両分野への新分野展開による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 吉浜エンジニアリング株式会社 5021001062964 コロナ禍の温泉施設を救う！ミキシングバルブによる大胆な業種転換 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社田代吉右衛門本店 5021001032901 最新ＩｏＴ技術を活用した２００年老舗かまぼこメーカーの業態転換 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 海老名市 有限会社日本金属製作所 4021002045416 レーザ加工の刷新・高度化による物流倉庫関連部品加工への新分野展開Ｖ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社金岩ホリスティックオフィス 4020001054097 日本初！パラアスリートに向けたメンテナンス付き障がい者グループホーム かながわ信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社ティーワン 6021001046157 フィギアスケート界を一新させるスケートシューズの開発・販売 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 ハーゼスト株式会社 9020001080320 妊婦向けアプリによる少額短期保険販売への新分野展開事業 税理士法人ＴＨＲＥＥ

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ウチヌキ 8021001027246 パンチング技術を活かした「アルミ樹脂複合板建材の製造」事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社Ｎ－ｌｉｎｋ 8021001053234 食品製造販売事業への新規進出 大和商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社佐藤船舶工業 7021001040415 製造工程請負業から製品製造業への工場変革と金属製品市場への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｄｌａｌａ’ｅｎｃｈａｎｔｅｄ 8020001095971 大衆酒場の新規出店による事業再構築計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社串田設備 3020002046714 横浜産エキストラバージンオリーブオイルの製造販売事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社川崎第一ホテル 8020001069125 川崎発、テレワークスペース、レンタルオフィス事業への展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社五十畑製作所 7020002091517 最新の溶接設備の導入で顧客の要求品質を満たし、新市場へ展開 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社サークル 2020001051988 自然体験＆学習型グランピング施設 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社佐藤製作所 2020001017502 最新のレーザ設備導入による燃料電池部品の開発・製造への挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社マキシマム・テクノロジー 8020001081690 セラミックを利用した燃料電池車用部品の開発・製品化 飯島　伸博
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関東 神奈川県 川崎市川崎区 日崎工業株式会社 4020001074285 オフグリッド型トレーラ・ハウスの製造・販売事業への新規参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 リブレ株式会社 4020001114280 不動産業から建設業に新分野展開し、コロナ禍の生き残りを賭ける事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社グロータック 4020001104455 自転車用変速機分野への進出 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社森製作所 6020001051456 最新設備導入と量産向け新工場建築による革新的量産体制構築と医療分野への大胆な新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社坂田精文堂 9020002038243 拡大する精密機械部品向けプラスチック包装市場への大胆な挑戦 芝信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社常盤産業 4021001013349 食品添加物色素を原料とした「酸素検知剤」の製造・販売により、ＳＤＧｓに貢献する事業 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 平塚市 株式会社日の丸 6021001066782 高級食パンに特化した製造販売事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 ウェディングエキスパーツ株式会社 7021001046668 レンタル衣装サロンの新規開設 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 カラオケのトーヨー デリバリー予約アプリを利用し即日返却する寝具クリーニングサービス。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 武夷商事株式会社 3020001046608 黒毛和牛一頭買いの焼肉店進出で事業再建と和牛消費拡大を実現 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社小島屋酒店 5020001064070 国酒である全国地酒の価値・文化を体験を通じて地域の消費者へ発信する店舗の構築 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 セルプロジャパン株式会社 5021001067195 凍結乾燥したヒト幹細胞由来培養上清液を化粧品メーカー等へ販売する業態転換 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 ＴＫ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 5021001035012 プラント配管のプレファブ加工製品の生産と提供 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社スモット 6021001029343 焼肉店事業計画 海老名商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ツツミ産業株式会社 8021001012982 エレクトロニクス製品試作開発品の製造業から、超小型ロケット用燃料タンクの製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 秦野市 有限会社なんつッ亭 5021002039160 チャーハンテイクアウト専門店の新分野展開による新規顧客開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 秦野市 ｃｏｎｏｗｏｒｌｄ株式会社 2021001031328 飲食店の強みを活かした食を楽しむグランピング事業の新分野展開 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市宮前区 吉田建工株式会社 2020001068660 職人大工の丁寧な選別による残置物、建築廃材のリサイクル及び資源化事業 税理士法人ファシオ・コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社クロスライフ 1020001090252 お母さんを笑顔にする『育児型グランピング施設』の運営 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社竹内型材研究所 3021001021170 自社超精密研削加工技術の活用による電子部品用部材製品の新展開事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 有限会社佐久間電機商会 5020002008068 インターネットを駆使した大型建設機械等の「非対面販売」プロジェクト 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 フィスコインターナショナル株式会社 8020001031134 ５Ｇ需要向け新分野展開！新商品「高圧絶縁シート」開発展開事業 米森　達也

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社スタジオヒロ 5020002050895 眼に特化した施術の「眼の救急サロン」ＦＣ事業 清水　貴之

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社景泉機器 8020001038939 ポストコロナで必要とされる新型建機用シリンダ製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社八脚門 8020001115564 日本料理店から鉄板焼きとそのテイクアウトへの新分野展開 下山　秀雄

関東 神奈川県 小田原市 株式会社中村建設 9021001063843 高付加価値注文住宅によるライフステージ伴走型の住宅提案事業 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社荒川屋 7020001088902 新たな顧客ニーズである「釣り＋料理＋飲食」セットの提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社翠葉商事 5020002060696 餃子の無人餃子自動販売機の設置及びキッチンカー事業の開始 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 豊裕通商株式会社 9020001103444 太陽光パネルモジュールを低コストでリサイクルする新事業への転換 馬場　正博

関東 神奈川県 藤沢市 ＰＹＺＥＬ　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3021001065011 工場新設とシェイプマシン導入によるサーフボードの自社生産 白田　浩幹

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社メゾンドヌック 8010701035162 ステイホームのテレワークをもっと快適に！サウナ付きマンション賃貸事業への転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 神奈川県 秦野市 小澤技業 リフォーム業から「くつろぎ」「こだわり」を満たす家具製作販売への参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社渡辺土木 8020001074950 千葉県富津市の絶景サウナ付きグランピング施設の運営事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社フジエンタープライズ 2020001134157 Ｗｉｔｈコロナ時代に最適なリモートプロダクション対応映像配信スタジオ 小野　郁子

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 株式会社佐藤組 9021001034118 風力発電ブレードメンテナンス用作業台の製造・販売事業 マイティ・エーアイ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 小林商工株式会社 4020001017319 信頼あるＮＡＳ規格準拠の高強度ボルトを製品化し新分野展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社トーイズ 4020001027895 旧竹田宮別邸の貸しスタジオ化による芸能事業サービスの提供 中村　誠治

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ピラティスライフ 7021001063267 テイクアウト専門から揚げ実店舗の開業 中南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社Ｓｉｂｌｉｎｇｓ 9021001064602 鎌倉市テレワーク応援プロジェクト　次世代シェアオフィスの開発 山岸　次郎

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 一般社団法人日本トータルフットマネジメント協会 3010405011951 日本初！感染防止対策を徹底した未来型（ＩＴ化）フットケア専門のシェアサロン事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 有限会社マサミ製作所 2021002039774 高品質・低コスト・短納期の伸銅品加工体制を築き、電子機器分野へと新たに進出する 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社住建情報センター 5020001091387 生体データ×ＤＸによる先進的パーソナルジム事業への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社駒井工業 1010901032032 中小建設業向け資格管理アプリの開発・販売による新分野展開 税理士法人エンパワージャパン

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社三江産業 8020001113989 ＡＩで一元管理するフードデリバリーのセントラルキッチン設立 加藤　敦子

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社テイ．エス．エス 8020001080255 ＰＯＳレジから半導体製造装置市場に方向転換でＶ字回復を目指す 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ブルースカイテクノロジー株式会社 4021001064383 小型電気自動車（以下、小型ＥＶ）の開発と販売への新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社東邦エンタープライズ 9020001073902 上山初！ヘルスケア型ワーケーションホテルへの挑戦「豊かな自然環境の活用」 山形信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 茅ケ崎工業株式会社 1021001027483 次世代通信用石英硝子の加工技術確立と量産化に向けた生産体制構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社青伸 3020001114364 全社ＤＸ化計画から展開されるデジタル技術を活用した業態転換 経営標準化機構株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 横浜油材株式会社 3020001001133 縮小する燃料販売事業から業務用洗浄剤製造業への業態転換による新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｎｏａｈ’ｓ　Ａｒｔ 6020001051852 中温炉で砂の滅菌を行い、環境保護と低コストを実現する砂場の衛生管理工事の実現 村上　航平

関東 神奈川県 厚木市 株式会社希望ランカ貿易 7021001030416 重機・トラックレンタルサービス 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 センルーカス株式会社 8021001031371 アウトドアレクリエーション施設整備による地域活性化への取組 インターグロー税理士法人

関東 神奈川県 三浦市 有限会社丸石製作所 1021002071753 地域初の複合カフェへ転換、地産商品を揃え、三浦市を活性化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 座間市 ＳＴＦ株式会社 5021001063509 ３Ｄプリンタによる絶版部品の販売 原口香絵

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 協三工業株式会社 9020001022826 自動化を進め次世代自動車部品・ロボット部品の製造を開始する 株式会社筑波銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社荏原精密 6020001068954 住宅地内の工場敷地を生かしたフィットネスクラブの開業・運営 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社晴海梱包商会 6020001015790 人と人とをつなげるゴルフを広めるため、手軽に始められるインドアゴルフレッスン事業の体制構築をおこなう 株式会社商工組合中央金庫
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関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ワイズ・リンク 6021002039572 飲食＋体験型宿泊施設でシナジーを、飲食業から宿泊業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 高座郡寒川町 株式会社エコロテックス湘南 7021001055297 地域の子供から大人まで生涯集えるスポーツと学習塾の事業化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 日東亜鉛株式会社 4020001074021 新設備導入と工場内気流解析による意匠材市場への新規参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社金港スポーツ 4020001026096 地域コミュニティ型の無人運営インドアゴルフ事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社トーシンホーム 8021001021216 自社研修施設から新型コロナ対応プライベートリゾートホテルへの新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社神奈川フェンス土木 6020001007268 高速道路安全通行促進化事業対応「車線区分柵工事」進出計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 東洋インテリアサービス株式会社 1021001020190 外国人技能実習生の研修・教育・試験の内製化で安心な人材を提供 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社共明製作所 6021001011838 「薄板板金」金属部品の製造販売事業への進出 株式会社シンカ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 アースエンジニアリング株式会社 1020001037765 Ｐ・Ｃ・Ｇ排水管ライニング工法による配管再生事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社友電設 3020001063280 南米・東南アジアに特化した食品スーパー事業への進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 藤中工業株式会社 3020001002387 機械加工と一貫生産体制を活かした工作機械部品の生産体制構築 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 川崎市高津区 上代工業株式会社 6020001066025 ３次元ＣＡＤ設計専門業務の新設による販路拡大計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社土田製作所 7020002034756 大物・長尺チタン製品の製造と新規顧客開拓 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 相模原市緑区 相模螺子株式会社 6021001012217 ＣＮＣ設備の導入による小型精密部品の量産技術確立と防衛産業への新分野展開 西武信用金庫

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ニュールック 3020001038860 冷凍無添加ペットフード等を新たに製造しＥＣ市場に参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 夢団株式会社 3020001105165 自社スタジオと配信を活用した多用なイベントスペース計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社レンブラントホテルマネジメント 2021001020660 長期滞在型宿泊施設として、住める・働ける・遊べるアパートメントホテル 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 合同会社クリエイティブキャッスル 5021003009674 教育現場の個別要望にも対応可能。教育機関に向けた本質的なＩＣＴ支援 松山　亮樹

関東 神奈川県 川崎市宮前区 アイマトリックス株式会社 6020001119393 デジタル社会に対応した新しいクラウド型セキュリティサービスの事業展開 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 有限会社原精工 7021002032832 日本初となる中古工作機械のマッチングアプリ開発事業 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社キョーワハーツ 1020001055791 金属プレス加工における電子機器の小型・軽量化に向けた新分野展開による事業再構 城南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 有限会社ユーキ建装 2021002053957 薬品を使用しない木材長寿命化器具「エアー鉋」を利用した寺社等保護事業 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社日新製作所 1020001007834 金属製品製造業から鉄道産業向け部品製造業への事業転換 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 川崎市幸区 共進精機株式会社 8020001001970 成形機用大型スクリュ－生産体制のＮＣ機への転換で技術承継問題を解決する 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社二階堂製作所 9021001034200 新型マシニングセンタ導入による大型部品の受注を取り込む新分野展開 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社喜之助 1021001059849 和食店からご当地食材を活かした炭火焼きステーキ店への新分野展開 水谷　弘隆

関東 神奈川県 川崎市高津区 ユニック産業株式会社 7020001067204 ラベル製品製造による消耗品市場への進出 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社エヌシーエス 7021002014120 街のクリーニング店から衣類の高付加価値トータルケア企業へ転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社レインズインターナショナル 5010401071849 食×ＩＴ化～ＤＸ化推進による新たな飲食サービスの価値提供～ 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 平塚市 有限会社湘南音響 8021002058026 映像と音質に特化したデジタル配信スタジオへの事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ユニバーサルスペース 6021001006020 従来の在宅介護リフォーム事業を改革するＩＴ化への挑戦 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社不動マネジメント 5021001031283 アスベスト分析・アスベスト除去事業の内製化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 ＣＨＲＯＮＯＳ 「整備ガレージ併設ライダーズカフェ」で整備業及び飲食業の統合再構築事業 秋元　学

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社富岡工業所 1020002035025 多目的利用可能なスチール家具製造プロジェクトの推進 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社フォーシーズンジャパン 7020001039070 フレンチレストランの古民家再生による宿泊事業への進出 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ミヨシ 4020001018944 人目を気にせず洗濯ものの依頼と引取りが可能で、最短即日渡しを実現する洗濯代行サービスへの進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社藤本分子化学 1020001041552 有機合成のプロが指導するシェアラボ事業 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社白亜建設 1020002076085 日本のファンづくり！多文化共生社会を実現するハブステーション運営事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社晝間工務店 4020001084433 ＩＴ技術を活用したオーダーシステム！建築業界と主婦を中心としたテイクアウト食店の新分野展開 菅野　浩司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社サイトウ・ミート 4021001036580 地域の飲食店とコラボ商品を開発し、通信販売によって事業再構築 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アカリエ 3020001105859 介護業界特化型採用ソリューション事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ディスクシティエンタテインメント 9020001041999 ボルダリングジム事業の展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＨＯＵＥＩ　ＴＥＣ 9020001130686 沖縄でコロナで追い風のシミュレーションゴルフ付民泊と民泊管理業への進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社ＳＴＥＡＤＹ 2020002077231 【健康経営にアプローチ】横浜の地域に密着して野菜中心　のお弁当を法人に配達しＴｏＣからＴｏＢへ 坪井　亮

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社アイ・シイ・エス 1021001023937 新製品の硬質皮膜コーティング加工取り込みによる事業再構築 株式会社足利銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社冲セキ 2020001073669 石材を素材にした新たなキャンプグッズ・テーブルウエアの販売事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社イスズ 6020001068863 脱炭素オフグリッドトレーラーハウス組立製造事業・レンタル事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 日本ホールシステム株式会社 6020001061604 防犯カメラをつないで地域を守る人検索サービスの構築 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社リバーランズ 6020001082030 音楽配信サービスとオンライン楽器レッスンサービスの提供 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社シュターク 6020001083383 日本初となるＥＶ（電気自動車）の特化した整備・板金・改造のための専門工場事業の展開 伊藤　文彦

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社Ｈ＆Ｈ 2020001094665 医療的ケア児向け保育園事業 株式会社ケーエフエス

関東 神奈川県 川崎市川崎区 早来工営株式会社 5020001075019 リサイクル処理事業　混合処理によるセメント原料製造のプラントエンジニアリング事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社湘南オートカツト工業 4021002002185 新素材アルボロンの加工に特化した製造環境の構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 川崎鍛工株式会社 4020001072487 Ｅアクスル鍛造品製造のための生産体制確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ワイエムピー 1020001119902 「食×自然×農」持続可能な生き方を体験出来る循環型テーマレストラン 宮崎　敦史

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社横浜藤よし 7020002056858 広大な自然で味わうグランピング施設事業　－グランピング利用顧客に、藤よしの料理や入浴施設を利用可能とすることで、付加価値 工藤　裕徳

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社奥邑 8021001049959 西熱海　ＳＡＬＯＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ 三田　薫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社菊伊歯車 1020001008485 半導体業界向けロボット駆動部品製造体制の構築による新分野展開 城南信用金庫
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関東 神奈川県 相模原市中央区 スクリーンプロセス株式会社 8021001012685 デジタル社会の実現に貢献する高性能基板製造による新分野展開 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人ＡＯＨ 1020005010520 古民家レストランの福祉事業所への再生とチョコレート工場のＩＴ化 馬場　正博

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社スタジオ・ファンデーションズ 5011002035367 デザイン施工会社による韓国コスメのデジタル技術活用の非対面販売 野江　泰介

関東 神奈川県 川崎市宮前区 二子玉川三好デンタルクリニック 歯科と関連性の高い耳鼻科新設で上顎部因症のワンストップ治療を実現 さわやか信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ヤベ自動車工業 4021001019197 老舗整備工場が取り組む超スピード非接触車検システムの導入と検査スタッフの育成強化 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社サン・タナカ 6021002014708 快適な空間でアウトドアを体験できるグランピングとキャンプ事業 沼津信用金庫

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 株式会社ダイレクトハウス 9020001051957 地域住宅リフォームシェアリング事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社カーコレ湘南 6021001066857 車両付きの多国籍キッチンカーフランチャイズ本部「Ｍｍｍ　ＫＩＴＣＨＥＮ」の運営 鈴木一郎

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社尾島商店 8020001002754 老舗精肉店が冷凍惣菜パン等の製造販売事業に新規参入！ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市麻生区 みこと株式会社 2020002101692 もの作り科学教育用の組立玩具とデジタル教材の製造と販売事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社言語サービス 7010001132108 人材サービス企業向け営業支援ツールの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＴＯＲＵＬＡＢＯ 3020001138685 トルの楽しさ～機能と価値観を満たすスタジオが創造の場となる～ 税理士法人小林会計事務所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社菜の花 3021001033042 新たな生産体制により箱根・小田原の定番土産を全国展開する計画 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社オンデザインパートナーズ 7020002068647 センシング技術を利用した効果測定と一体で行う公共空間の設計 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ブリコルールホールディングス 4010701030753 急増するメンタルヘルスケアニーズに対応した声診断アプリの開発 株式会社ＹＨ経営研究所

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社円行電設 2020002002528 インフラ事業者の生産性向上に寄与するドローン合宿教習所の運営事業 星田　康之

関東 神奈川県 横浜市都筑区 東京精密発條株式会社 6020001059029 汎用型切削くず・切削液分別フィルターで、環境に優しい金属加工を実現 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ワイ・ケー電子 7021001027676 金属板への印刷・エッチング加工による新事業展開 舟生　俊博

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 有限会社強羅クリーニング 3021002050482 観光地箱根における居場所的無人型宿泊施設の建設・経営と地域活性化 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ウィルフォワード 7010701025858 出張治療プラットフォームサービス 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 平塚市 相模石油株式会社 4021001036564 コインパーキング運営事業から駐車場データプラットフォーマーへ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 三浦市 株式会社三崎恵水産 6021001043542 三崎まぐろを使用した無添加かつオーガニックなペットフード製造 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 満室経営株式会社 7020001093514 創業１００年の写真館の特性を生かした地方創生空き地再生事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社亀川石材店 2021002049773 安価で手に入れやすく環境負荷の少ないＳＤＧｓの墓の開発と小売進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｋｅｎｉｕｓ 1020002083098 和牛関連テイクアウト商品の販売事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＷｉｓｅＶｉｎｅ 8010901041670 ＥＢＰＭ支援サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 富澤商店株式会社 4021001067411 インバウンド向けゲストハウス事業からワーケーション市場への進出 さがみ信用金庫

関東 新潟県 新発田市 株式会社ひさご莊 7110001012860 地域との共生へ、温泉ワーケーション、客室高付加価値化、サブスクリプションによる新たな販路を構築 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ウメザワドライ 8110001006143 衣類再生技術を前面に出したネット宅配クリーニングサービスによる全国展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社南雲織物工場 5110001026433 塩沢織と藍染との複合加工（コラボ）による新商品開発（洋服・ファッションの試作） 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社東海林健建築設計事務所 3110001009943 カフェ・コワーキングスペース事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社友家ホテル 3110001027276 過ごすを豊かにする生活雑貨の企画開発、セレクトショップ事業 佐野　盛也

関東 新潟県 新潟市西区 Ａｍｏｕｒ美容室　寺尾店 美容室で出来る手軽な光脱毛で新たなニーズの創出と拡大 新潟商工会議所

関東 新潟県 長岡市 株式会社青善 1110001022007 魚惣菜を冷凍で販売 つばさ会計税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ヨネカ 3110001005769 １７０年の歴史と信頼のある呉服卸の、着物リメイク服等事業へのチャレンジ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 新潟照明技研株式会社 1110001003898 ５Ｇも見据えたリッチかつプロ品質のライブ配信事業 時田　辰利

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社大成ライフサポート 2110001018615 マッサージ分野の一本足打法からウナギ屋併営による多角化 株式会社ゼロプラス

関東 新潟県 三条市 有限会社坂井工業 9110002017114 生産管理体制のＤＸ化と溶接・研磨部門の立上げによる新市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ワイズ・シンフォニー 9110002011918 エステサロンに完全個室の美容室を併設した本格トータルビューティー展開 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社善丸コーポレーション 9110001027361 地産地消の焼肉業態で新潟の町を元気にする新規事業計画書 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 Ｂｕｎｎｙ’ｓ　ｓｔｕｄｉｏ 「マツエク×着物レンタル×エステ」新潟県古町の街歩き活性化事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 株式会社吉田商会 3110001021337 ＩｏＴを活用したＯＳＳとエーミング対応車検による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 新潟県 村上市 株式会社Ｎ－ＴＥＣＨＳ 2110001030272 自動車分野のアルミホイール用異物検査治具の事業化 村上信用金庫

関東 新潟県 見附市 有限会社割烹柳屋 7110002031554 老舗割烹によるセルフレジを導入した無人惣菜ショップの新規出店 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 特定非営利活動法人南魚沼もてなしの郷 2110005013819 着地型観光の新挑戦！地元料理の加工製造販売で食を通じた地域魅力のＰＲ 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社ＨＯＴ　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ 1110001029043 遊休資産と提携企業との関係を活用した自動車整備事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 スミヤキ　ハイカラ　ダイニング　とりい セントラルキッチン併設型店舗の新設と内食・中食市場への参入 税理士法人ソリマチ会計

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＳＨＡＯ 5110001009958 メンチカツや唐揚げを主とした総菜のテイクアウト店舗の開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ｈａｐｐｙ　ｓｍｉｌｅ　ｅａｔ 5110001032902 さつまいもスイーツ小売業態の事業再構築計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 新潟県 南魚沼市 ＤｏｎＢｏｕ　ｃｏｌｏｒ　ｗｏｒｋｓ ＤＩＹ需要に対応した塗装ファクトリー開設による新分野展開事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新発田市 株式会社ハレハワイイ 8011501015420 服飾生地の内製化と裁断工程のデジタル化の導入による業態転換 小林　義明

関東 新潟県 新潟市西区 オトノハコ株式会社 6110001010766 エビデンスに基づいたデータをセールスポイントとした防音パーテーションを開発 加茂商工会議所

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社越季 2110001026683 一般消費者向けの食品小分けパックによる新商品開発と業態転換。 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 燕市 株式会社エス工房 8110001029425 土砂災害防止用ワイヤーネット製造における「かしめ作業」の効率化とリードタイム短縮化計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941 ターボポンプ用”動翼一体シャフト”の切削加工技術の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 佐渡市 ＹＯＳＡＢＥＩ 幅広い職種の施術者が自由に使用できる独立支援型シェアサロンの提供 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 長岡市 中靜産業株式会社 6110001023181 最新鋭冷凍技術を顧客に体感いただく「フローズンラボ」の立上げ 株式会社匠コンサルティング

関東 新潟県 三条市 観光開発嵐渓株式会社 8110001014856 新潟県〝燕三条エリア〟で〝仕事創りの宿〟を新展開する。 株式会社リョケン
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関東 新潟県 新発田市 株式会社ホテル泉慶 4110001012905 地域ナンバー１ブランドを生かした温泉ワーケーション市場進出による個人客拡大戦略 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社エム・エー・シー．テクノロジー 1110001019928 半導体製造ラインに使用される新たな特殊支持台の洗浄事業への進出計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 自然派ライフ住宅設計株式会社 6110001033585 空き家で使用されていた古材の修繕・加工および販売事業 樋口　圭治

関東 新潟県 上越市 有限会社明新工業 8110002023591 機械加工部新設による建設機械ユニット部品の全工程内製化計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 柏崎市 星野商事株式会社 8110001017941 ライブコマース導入によるアウトドア用品販売への参入計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 フローリストタカノ ”リアルシューティング体験ゾーン”／サバイバルゲームスクエア「ストライフ燕三条」の設立 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 高速紙工業株式会社 1110001026296 ビジネスフォーム印刷から紙製パッケージ印刷への新市場への構造転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社上村製作所 5110002019114 試作品製作業への事業転換による難削材加工業とのシナジー効果創出 株式会社フロウシンク

関東 新潟県 三条市 マルモ建設株式会社 6110001014726 対面・非体面での販売体制構築による、カスタマイズ可能な小屋の製造販売等への業態転換 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社リブウェル新潟松崎 7110001008883 オンライン教育多機能サービスアプリケーションプロバイダーへの業種転換計画 株式会社北陸銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 ダッシュスポーツマッサージ 高齢者向け「ひざこし元気プログラム」の開発・事業化 株式会社シャイン総研

関東 新潟県 長岡市 株式会社シンワ 4110001023844 新工場設立と５軸マシニングセンタ導入によるテイクアウト用の飲料水ボトルキャッパーの製造と開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社柴山機械 7110001015905 鍛造設備開発ノウハウによる医療機器用設備の開発・製造事業 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社新研基礎コンサルタント 7110001002440 新たな山間部土木工事市場への参入による国土強靭化の実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社酒麺亭潤 3110001018597 豊かで多様な食のシーンを楽しめる「食の複合型新業態」の開発 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 霜鳥 他店との共存を目指すサプライヤーとしてのワインバー併設のパン製造 アイシスネオ会計税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社江口設備工業 6110001026201 自社源泉を利用した大規模日帰り温泉施設 塩沢信用組合

関東 新潟県 長岡市 吉乃川株式会社 4110001023662 老舗酒蔵の技術と設備を活用した乾燥食品及び発酵食品製造事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 さくら製菓株式会社 7110001012596 新潟米菓さくら堂のブランドを活かし自家用品・菓子卸売業へ進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社後藤鉄工所 9110001014863 高精度加工室（恒温室）新設と高精度自動研削盤導入によるサブミクロン精度分野への挑戦 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 新潟精密鋳造株式会社 7110001015806 自社工場生産販売業態から商品卸売業への新分野展開事業計画 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社丸富五十嵐製作所 7110001007646 鍛造業者が新たにロボット等新市場の部品を金型製造から一貫して製造する事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社マルサン 1110001005309 大型精密加工の内製化によるステンレス製を中心とした次世代製品生産への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社慎研工業 6110001016697 有機ＥＬディスプレイ製造におけるレーザー溶接加工の国内回帰計画 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 株式会社新武 8110001015854 プレス金型製造業から半導体製造装置用小ロット多品種部品加工業への新分野展開計画 協栄信用組合

関東 新潟県 妙高市 株式会社コバネン 8110002025076 ガソリンスタンドの隣接地を活用した１００円ショップとカフェ事業への新分野展開 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 上越市安塚区 横尾建設工業株式会社 2110001019687 中古不動産仲介とフルリノベーションのワンストップ事業 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社コスモ 2110001029926 再生可能エネルギーを活用した発電所建設に伴う送電線接続事業 税理士法人経営ブレイン

関東 新潟県 上越市 株式会社越善 2110001028283 宅配弁当製造による就労継続支援Ａ型事務所の設立 上越信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社大新産業 8110001022768 コインランドリーと焙煎珈琲の併設店舗 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社能水商店 8110001033138 道の駅からまちづくり！新潟海洋高校発ベンチャー企業の挑戦 糸魚川信用組合

関東 新潟県 新潟市西区 マルシン食品株式会社 9110001005334 「コロナ禍のニーズに合致した安心・安全な常温総菜加工品事業」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＡＣ１５ 3110001008929 体験型ショールームを活用した住宅用オーダーキッチン市場の開拓 川畑　高一

関東 新潟県 阿賀野市 越つかの酒造株式会社 6110001011327 海外直接販売及び通販ピッキング受託による販売チャネル変革 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社雪国リゾートインフオメーシヨン 3110001026609 団体向け鮮魚センターから個人客向け地域産品販売への完全リニューアル 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社スタジオ嶋田 5110001006749 写真スタジオがドローン等による新たな映像商品で市場の川上へ展開 税理士法人高志会計

関東 新潟県 上越市 新井電機株式会社 1110001018772 大型車向けエーミング作業、及びＥＶ車向け電装品整備体制の構築 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＳＴ商事 1110001032435 廃車となる日本車のリユース・リサイクル事業 森　憲一郎

関東 新潟県 新潟市南区 ルーツ 生ハムから食パンへ！地域とつながる田舎のこうつう拠点にベーカリー出店計画 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社丸山石油店 1110001024531 従来の来店型販売から軽油灯油配送販売の新分野でＢｔｏＢを新規開拓 協栄信用組合

関東 新潟県 長岡市 株式会社朔 2110001027335 焼肉×中食×郊外、畜産農家との連携を最大限活かした直売所併設の焼肉事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 アサヒアレックス新潟株式会社 2110001028085 「在来軸組木造パネル」による職人不足解消と伝統技術の承継 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 クオルス株式会社 5110001018975 クラフトビール製造工場建設及び製造販売 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社システムサポート 3110001026996 豪雪地域でも一年中プレー可能な室内ゴルフ倶楽部　ｗｉｔｈ　ｅスポーツ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 柏崎市 株式会社米谷製作所 6110001017670 高品質・低コストの金型技術を用いたアルミボディ用金型への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 三条リネンサプライ株式会社 2110001014259 抗菌・抗ウイルスの特許技術を活用したクリーニング事業による新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 うめやんＫｉｔｃｈｅｎ 移動販売車のトータルサポート事業 新津商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アトム不動産管理 7110002008651 不動産管理ノウハウを活かした新時代が求めるゲストハウス事業構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社ハナザワ化学ドライ 9110001006514 オンラインシステム（ＥＣサイト）を利用したクリーニング・洗濯代行のネット宅配サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 ハートランドエンジニアリング株式会社 4110001016245 旋盤加工の内製化と生産効率の改善で新製品・新市場に展開 芦田　恒志

関東 新潟県 柏崎市 株式会社メルシス 3110001017987 長期保管向け重要書類保管サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 株式会社ルック 9110001011786 自社ブランドのＤｔｏＣビジネス展開による高い成長率の実現化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＬＩＦＥ　ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ 7110001010187 巡る～いらないを欲しいに、伝統文化を繋ぐ・紡ぐ～ ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社特殊技研興業 1110001003576 建物内装のＵＶフロアコーティング・光触媒塗布事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ニューズ・ライン 9110001004526 一人ひとりの人生に伴走するＯｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ地域情報配信サービスの構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社大島自動車整備工場 4110001026698 貨物自動車及び特装車を中心とした「鈑金塗装」「架装」及び「架装部補修」サービス つばさ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社タケダ 3110001016015 新ブランド展開のよるアウトドア製品の開発販売を通じたＳＤＧｓの実現 山口　英世

関東 新潟県 長岡市 株式会社オオイ 8110001022223 金属加工業における新規製品分野への参入による事業再構築 長岡信用金庫
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関東 新潟県 長岡市 株式会社ｅｃｃｏ 7110001028535 美容サロンがサスティナブルヘアカラー専門店を新展開する事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 山松木材株式会社 5110001014784 空き家等中古住宅を活用したリノベーション事業への進出 三条商工会議所

関東 新潟県 佐渡市 以成自動車販売株式会社 4110001027481 佐渡初、「ダブルウォッシュ」で２つの生活密着サービスの提供 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 こすぎや 新しい佐渡（小木地区）の名産品となる水産加工品（練り物製品）を作る 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 有限会社櫻家旅館 2110002019067 観光利用の宿から地域利用者のための複合施設への新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 村上市 有限会社板垣鉄工所 7110002022033 大型品の高精度加工内製化による鉄道製品へ挑戦と除雪機部品の一貫生産 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社山内葬祭 3110001009877 お寺とコラボした樹木葬「さくらの碑」事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 株式会社吉田印刷所 5110001011781 業界初！【極薄紙×抗菌】独自技術を活かした新たな包装紙の商品開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社マキノ 4110001006766 「思い出を直す」をコンセプトとした中古ブランド時計販売事業へ進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 ＬＵＣＫ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ　ＳＥＲＶＩＣＥ オンライン配信に特化した映像企画配信支援兼映像制作の提供 長岡商工会議所

関東 新潟県 新潟市北区 アイビス技建株式会社 3110001007708 サーマルリカバリープラント建設による廃棄物処理業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 有限会社魚兵 8110002016868 料亭に併設したキッチンウエア体験型セレクトショップ開業 三条商工会議所

関東 新潟県 十日町市 高三商店 十日町シルク×伝統技の新規事業を地域ブランドへ、世界へ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｎｅｏｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 1110001033029 飲食店からＡｆｔｅｒコロナ時代のニーズに合致するセルフエステを行う事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 柏崎市 株式会社小田 7110001017182 メモリアルアルバム制作 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社富井工業所 2110001003600 革新的な分電盤で県外に進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 なにわ茶屋 最新調理技術で作る地元食材を使ったテイクアウト＆バリアフリーカフェ 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 株式会社帝樹園庭正 4110001034684 シェアする庭で快適度アップ！会員制・新テレワーク事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社平松測量事務所 1110002005555 ＩＣＴ建機（３Ｄドローン）を用いた森林経営管理事 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｂｉｔ 3110001030841 燕三条のさらなる知名度向上に資する「小売販売用惣菜等の製造・販売」による事業再構築 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社瀧澤 6110001028305 契約農家と始めた環境に優しい新潟産コシヒカリから日本を元気にする！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社一富 7110001001302 コロナに負けない！日本料理店がセントラルキッチンへの業態転換に挑戦！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 三条印刷株式会社 2110001014218 ＰＬ（製品安全情報）シールとデジタル技術を用いたリスク情報管理サービス事業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社玉川堂 8110001015631 研修施設「玉川堂セミナーハウス」を活用した産業観光事業 三条信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社中越 4110001022961 平面から立体へ！新技法導入によるオリジナルグッズ企画・制作・販売事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 株式会社たまきや 9110001031520 松之山温泉酒の街宣言！日本酒グランピング＆日本酒スイーツプロジェクト 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 弥彦総合開発株式会社 9110001016265 露天風呂付客室とセルフシステム導入による非接触型宿泊サービス事業 武石　聡之

関東 新潟県 長岡市 有限会社住吉屋 3110002030964 海辺の老舗観光旅館が提案する「働く大人のための健康と癒し」事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社Ｍ＆Ｍ 4110001031888 婚活事業を開始することによる飲食店への相乗効果と新規美容事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社自遊人 1010001040290 町の空洞拠点と獲れたて農産物を活かした『食の駅』。　「自遊人の食卓」配達事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社白根グレープガーデン 9110002010168 自社産果物を利用したスイーツ等の製造・販売及びカフェ営業事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 燕市 株式会社和田助製作所 9110001016463 ３Ｄプリンタによる試作請負事業の開始ならびに福祉市場への参入 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 真友グループホールディングス合同会社 4110003003241 不動産賃貸業から若年層に特化したグループホームへの転換 税理士法人　石田経理事務所

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社お茶の紫香園 8110001011333 ペットボトル茶を飲む若者世代に本格ブレンド茶を飲んでもらう為の体験型カフェの新設とそれに伴う新ブランド立上げ 株式会社第四北越銀行

関東 山梨県 北都留郡丹波山村 株式会社アットホームサポーターズ 2090001015417 「狩猟」をテーマにした体験型イベントプラットフォーム事業の運営 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 株式会社寺田ニット 8090001012053 ファクトリーブランド立ち上げとＥＣサイト新設によるＢｔｏＣへの参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ナチュラルグレース有限会社 6090002002294 コロナ禍における生産性向上と地域活性化に寄与する給食事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡道志村 株式会社モック犬橋 7090001008531 森と清流の木工カフェＯＰＥＮによる直販の強化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社魚芳 4090002011669 「食」と「日光」の幸せを尊重した通所介護事業「ブルーゾーン心愛（ここあ）」 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 株式会社中込宝飾 6090001001561 ＤＸ活用による製造技術革新と新たなビジネスモデルの構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社美創 4090001001778 ＥＣサイトを活用したシリコンジュエリーの販売網拡大 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 有限会社パークスフーズ 7090002011030 飲食業からキムチの製造、販売への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社藤和機械設計 2090002002141 ３Ｄプリンタによる試験・評価部品短期納品事業 吉野　康太

関東 山梨県 南アルプス市 松の屋 山梨初！自動販売機によるどら焼き等和菓子の小売業の新分野展開 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 相互印刷株式会社 1090001006243 コロナ禍でも安心して学びを継続できる学習塾ビジネスへの進出 後藤　公平

関東 山梨県 北杜市 花白州 サイクリストへの総合的サービス提供の為のベース（拠点）の設置 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲州市 菱山中央醸造有限会社 9090002011425 スクリューキャップの小瓶ワインの新規開発・製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 有限会社スタジオキヨタ 6090002001734 ジュエリーの展示会販売中心の事業から《メイキング・オブ・ジュエリー》の発信へ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ケイカンパニー有限会社 5090002005364 アセアン市場に向けてのスキンケアセラピストによるオリジナル化粧品の開発 藤原　一正

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社ひまわり亭 4090002012469 食パン専門店が手掛ける「ご当地プリン」の製造販売 池谷　正志

関東 山梨県 大月市 濱野屋ティートラスト有限会社 4090002009440 プロトン凍結技術等を活用し「山梨の山川の幸」を通販提供する取組 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 ペンションＺｏｚａｎ（ぞうざん） 地元客から愛される食堂兼カフェを新たに開業 河野　恭秀

関東 山梨県 甲府市 有限会社ジュエル・ハヤカワ 7090002005321 新規購買層獲得の為、ＥＣ販売とブライダルショップの開設で小売業へ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社Ｌａｎｄ－ｋｎｏｔ 9090001015534 ジビエ・デリカテッセン店の開発・展開事業　事業計画書 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社外川荘 8090002012317 トレーラーハウスを活用したワーケーションで新分野展開 渡邊　松氏

関東 山梨県 甲府市 麺屋　我流 唯一無二のまねのできない麻辣を強みに昼を拉麺で夜を惣菜で集客する事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社スモールズ 3011101056241 地域資源を活用し、山梨県道志村の地域活性化をさせる貸別荘 税理士法人　古田土会計

関東 山梨県 山梨市 アサヤ食品株式会社 4090001009276 一般消費者向けストレートタイプ炭酸ワインビネガーの開発と販売 山梨県商工会連合会
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関東 山梨県 南巨摩郡南部町 有限会社レンタルエンゼル 3090002015448 地域初！全天候型高規格ＲＶパークの新設による　富裕層への販路開拓 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社スタジオアンビエンテ 7090002006798 寒冷地の省エネ・再エネへの建物リノベーションに伴う暖房販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ｃｉｔｙ　ｆａｒｍ 6090001011627 山梨県北杜市小淵沢町へのワイナリー開業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 海の幸　こうたろう 魚料理が自慢の居酒屋が鮮魚店に挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ホワイト　ウイング ウィズコロナ時代に対応したワーケーション施設運営事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡西桂町 ソーワカートン株式会社 6090001010554 ＥＣ販売事業を行う中小企業等向け美粧性段ボール箱の製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社マルサン食品 2090002003916 『生・煮・焼・揚』の魚の食文化を多様な食事シーン「内食・中食・外食」に提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社山十産業 5090001005092 フルオーダーで輸送車両等の特装・二次架装製品の製造展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社パールハンズ 5090001003237 オリジナルブランド構築によるＤ２Ｃの実現 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南巨摩郡富士川町 大森厨房サービス 地域を救う！宅配コインランドリー×山梨応援カフェ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 有限会社栄進ケアサービス 9090002015244 新たなターゲットに対するトレーニングと飲食の複合施設運営 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 長田仁有限会社 7090002011716 「絶景」と「快適」を提供するグランピング施設の新規販路開拓 米倉　徹

関東 山梨県 甲府市 株式会社吉字屋穀店 8090001000504 製粉技術と県産米を利用した半生米麺製造とグルテンフリー工場の新設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社レークサービス 3090001013130 井出家古民家ホテル事業 池谷　正志

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ワークショップリゾート 2090001010475 森林資源を活用した木材の加工販売事業とログビルダースクール事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社山梨社 7090001004415 起業家向けコミュニティオフィス及び大学生と結ぶアカデミー事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社アルス 2090001003545 ５－ＡＬＡと特殊光源を組み合わせた癌検出セミディスポ膀胱鏡 中込　敏彦

関東 山梨県 甲府市 有限会社イトウ特殊工業 8090002005543 特殊建設事業の技術を生かした新しい機材リース事業への事業転換 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 富士印材工業株式会社 6090001001909 浸透印章をアプリでデザインしその場で作る新しい体験の創造事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社Ｇｏ　ｏｎ 3010401103686 富士山の麓で農業・アクティビティ体験型富士山展望宿泊リゾート施設の建設 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社ホテル桃の木 3090002007858 北岳登山・アウトドア需要に対応したグランピング施設プランの開設 税理士法人山梨中央パートナーズ

関東 山梨県 大月市 株式会社吉村味噌糀店 5090001015257 味噌スイーツ商品の製造販売による新需要開拓 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社菊岡まつ乃 9090002004569 三味線製造・販売会社の「三味線スクール事業」による事業再構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社ミスティックプランニング 2090002004162 定住型トレーラーハウスの製造販売によるレジャー目的外用途の開拓 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社ハートラスト 1090001014304 インターネットを通じて、無添加・低糖質スイーツの製造・販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ＭＪＳ 2090001007380 業界初！移動販売車向け排水槽一体型流し台開発事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 北都留郡小菅村 Ｆａｒ　Ｙｅａｓｔ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社 7010401097933 クラフトビールの製造設備とロスを活用した多様な酒類・発酵飲料の製造 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社サンワ総合サービス 3090001006324 企業向けの清掃業者が挑戦する「屋内型総合ラジコンパーク」の運営 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 上野原市 株式会社プリモ 8090001008167 ダンボール圧縮設備導入に伴う業容拡大および当社事業地位の確立 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲州市 Ｄ．Ｍ．Ｃ株式会社 6090001013697 大型車両塗装で培った技術を生かした金属製品塗装業への業種転換 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 一般社団法人日本野外研修ワークショップ協会 2090005006049 大自然を満喫する女子旅専用コンシェルジュグランピング事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 有限会社Ｏｌｉｏｌｉ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6090002002385 居酒屋から山梨県産食材を活かした日本料理店への事業転換 山梨県民信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社ぱんじゃ 5090001010786 主婦の味方！コインランドリー＆お惣菜屋を展開 池谷　正志

関東 山梨県 富士吉田市 眞田織物 ノウハウを活かした情報発信型コインランドリー事業に挑戦する 原野　郁巳

関東 山梨県 富士吉田市 ヨネバヤシリース株式会社 5090001011000 マイクロツーリズム対応型の一棟貸切施設に特化したリネンサプライ 池谷　正志

関東 山梨県 甲州市 株式会社東夢 1090001009031 再生可能エネルギーを活用したワイナリー併設コテージの建設・運営 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 内田内装 建築業職人によるドローンを活用した構造物管理および農業・環境分野の問題解決 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社井出商店 8090001009553 観光地の富士吉田市で山梨県の銘菓を製造販売する地域活性化事業 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 有限会社一ノ瀬瓦工業 4090002008178 地域農産資源を活用したレディーミール（冷凍弁当）製造のためのキッチン新設と食品オンライン販売への新事業展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｒｉｔｓｕｃｏ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｉｎｅ 7090001017103 エステティックサロンの大幅ＤＸ。メンズ美容液の開発とＤ２Ｃへの挑戦 甲府信用金庫

関東 山梨県 北杜市 有限会社ファームオブ清里 6090002014257 清里高原の草原で楽しめるグランピング＆屋外カフェ新規事業 飯田　伸司

関東 山梨県 甲府市 株式会社武藤呉服店 7090001002138 空き家を活用したＳＮＳによる呉服事業の非接触型営業の展開 税理士法人すばる

関東 山梨県 南アルプス市 和ふうる株式会社 6090001014571 山梨産フルーツの旬を通年味わう瞬間冷凍した新商品の開発・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 富士生コンクリート株式会社 1090001005022 透水性コンクリートを利用した減災エクステリア事業への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社メディケア 8090001017003 整骨院での臨床経験を生かした機能訓練型デイサービスへの事業転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 マイン オンライン販売（ＷＥＢサイト構築）の開始による、卸売業から小売業への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＲＩＦＯＲＭＡ 2090001015425 来店せずとも遠隔であっても、オーダーパンツを購入できるという新たなサービスを開始する 株式会社ＴＲＥＥ

関東 山梨県 甲府市 株式会社少國民社 3090001001110 ＵＶオフセット印刷機の導入により、紙以外への印刷と抗菌印刷で新製品の開発販売ビジネスへの転換 株式会社山梨中央銀行

関東 長野県 長野市 長野アルプス株式会社 3100001002247 オーダーメードパンツ製造の新規事業開始による業態転換 長野商工会議所

関東 長野県 木曽郡木曽町 七笑酒造株式会社 1100001017809 ファンを増やして売上Ｖ字回復！氷温貯蔵によるプレミアム日本酒製造 山田　盛史

関東 長野県 長野市 有限会社パン屋です 2100002004136 地域活性！お山を走るハンバーガーショップ 長野信用金庫

関東 長野県 須坂市 株式会社ｉｆ 4100001027805 お客様のことを１番に！トータルビューティサロンで地域１番に！ 桑原　仁

関東 長野県 茅野市 四季の宿　すばる 体験型レジャー・海上クルージング事業 茅野商工会議所

関東 長野県 岡谷市 株式会社ツカダファイネス 2100001019647 設計から製造までの一貫生産体制を活かしたキャンプギア市場への進出計画 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 マルベリーデリカテッセンカフェ 持続可能な地域循環社会に貢献する＂地域の食の缶詰”開発・販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 株式会社ノーススター 3100001024968 ケータリングサービスとリトリート型ワーケーション施設の運営 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社ＣＵＢＥ 9100001023584 研ぎ澄まされた音を届ける！最先端映像機器を活用したライブ配信 小林　和博

関東 長野県 南佐久郡南牧村 有限会社リゾートイン黒岩荘 5100002012152 アパートメントホテル対応施設＆カフェギャラリー設置運営 長野県商工会連合会
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関東 長野県 中野市 株式会社ロングフェイス 8100001028130 ３密を避け、健康増進を目的とした個室サウナの新規展開 長野信用金庫

関東 長野県 上高井郡高山村 わらび野観光株式会社 7100001005790 予約管理システム導入による旅行事業への本格参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 企業組合山ノ内米穀 2100005005263 米屋が営む、北信州の安心安全な食材を使用したおにぎりの販売 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社協和食品 5100001009728 信州産高級フルーツを使った新商品企画開発・製造・販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社コスモ商事 6100001000999 外出困難者へ「訪問・送迎美容サービス」を通じ非日常の提供 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社おきな堂 1100001012883 老舗洋食屋による信州産農家の食材を活用した新商品開発を実施し、通販事業に進出する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 あかりや 信州立科町で古民家サウナとＢＢＱ！心と体を癒す日帰り施設を運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 Ｙａｍａｉｒｏ　ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 宿泊施設併設のちょい呑み屋から別店舗ラーメン店への事業転換 飯田商工会議所

関東 長野県 長野市 ＡＬＴＥＲ　ＣＨＩＬＩ’Ｓ 信州ジビエを活用した「ペット用ジャーキー」の製造・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ミヨシヤ 作って、観て、語れる　大人のプラモデルカフェの開業 松本信用金庫

関東 長野県 東筑摩郡朝日村 宇賀神拓也 空き家を活用したアナログ写真サービスで朝日村を活性化プロジェクト 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 有限会社桃花 1100002011703 食を通じてコロナに負けない免疫力を！中華料理店によるカフェへの事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 やきそばよっちゃん テイクアウト＆委託販売強化・店舗移転でＢＢＱスペース設置 長野県商工会連合会

関東 長野県 上水内郡信濃町 株式会社松野製作所 3100001004037 絶景を１組だけで楽しむコロナ対策抜群のサウナ事業への挑戦！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 千曲市 畑野商店 当店と地域の強みを生かした杏シフォンケーキ製造・販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 長野市 合同会社ｋｍｍ 5100003005080 新事業として地元食材を中心とした小売業の開始とテイクアウトの強化 ９９．９株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社エフエス・リノベーションプランニング 3100001016924 生パスタ麺の製造による地域活性化と売上向上計画 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 長野県 長野市 有限会社セキ理容所 4100002002682 街の老舗理容室による女性向けフェイシャルサロン事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社大阪スペースデザイン 4120001092888 軽井沢で貸別荘事業の立ち上げ・ワーケーション対応ルームの増築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 長野県 長野市 エムケイユー株式会社 4100001031732 インターネットを使ったリモートによるコンサルティングへの業態転換 ９９．９株式会社

関東 長野県 佐久市 株式会社ナイト工芸 8100001007464 感染症対策を施した高齢者を元気にする健康支援用品分野への事業再構築 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 そば処　仁王門屋 地域資源磨き上げ、戸隠のメイン通り沿いでの初のカフェ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社プラスフォレスト 9100001028831 果実酒生産体験プログラムによるアグリツーリズム展開 小諸商工会議所

関東 長野県 千曲市 有限会社新世紀 6100002010130 顧客共同で創り上げるキャンピングトレーラーの製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社日商印刷 5100001005256 一般個人向けの子育て世代に特化したオリジナルグッズの制作 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社五十君商店 9100002035760 社会の多様性・健康・環境に配慮した古民家ブックカフェのオープン ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社ＲＩＣＨＰＬＡＮＥＴ 8100001031803 冷凍自動販売機による信州味噌だれ餃子の販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 ひしこタクシー株式会社 7100001011541 デマンド型交通システムの提供 長野県信用組合

関東 長野県 東御市 プレジャークリエイティング 波動調整器及び健康状態測定器を活用した健康データビジネス 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 株式会社ａｎｇｅ 8100001002886 新生活様式に対応したライフイベント記念撮影及びまち歩き貸衣裳事業 長野信用金庫

関東 長野県 東御市 チャイハネケバブ ハラル専用キッチン導入で本物のハラル料理を販売するＥＣサイト事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 Ｎ‐ＤＲＩＶＥ合同会社 8100003005185 スキーレンタル及び飲食業から宿泊業業種転換に向けた新規プランの開設 長野県商工会連合会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ズイカインターナショナル 5100001012319 事業成長の実現、ブランド認知度の拡大、サステイナブルなモデルの確立の三方良しのビジネスモデルを実現するマウンテンリゾート 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 有限会社佐研フーズ 8100002010665 高品質セミドライフルーツの開発と新たな販売ルートの構築 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 信州頭痛整体院雨のち晴れ 美歯口ホワイトニングと頭痛の整体の相乗効果による収益の安定 宮澤　徹

関東 長野県 須坂市 有限会社ひまわり 4100002008705 健康とＳＮＳを意識したフルーツサンドやコールドプレスジュース販売　事業計画 萩生田　富司喜

関東 長野県 伊那市 株式会社ＡＩＣ 7100001028890 特定技能人材向けオンライン対応型日本語教育サービスの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社鹿鳴荘 6100002016474 ペット同伴が可能なレストランカフェの開業 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 有限会社和泉屋菓子店 1100002010317 生涯食べられる機能性・嗜好性の高い和菓子を提供、明るい健康長寿社会に貢献 柳澤　智生

関東 長野県 松本市 株式会社ＢＨＭ 6100001033669 身体づくりに高い関心を持つ男性に向けた専門脱毛サービスの開発 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 飯田市 株式会社日本トレッキング 7100001022670 馬術競技会場の運営事業進出で新たなマーケットを創出する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 コトヒラ工業株式会社 4100001010760 金属加工技術を活用した大型セラミックス加工事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 ミカドテクノス株式会社 6100001021599 低炭素社会実現に貢献するスタンプ式めっき装置の開発・事業化 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 上高井郡小布施町 一般財団法人北斎館 4100005010823 北斎館事業再構築計画：アートに気軽に触れ合えるギャラリーカフェとデジタルギャラリーの創出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 有限会社ワンビット 6100002009627 ＥＶ・ＦＣＶの主動力となるモーターと一体化した冷却する熱交換装置に使用する金型製造 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社栄信代行 7100002030714 一時預かり施設による工業用部品・ワインの保管と管理事業 篠原　仁志

関東 長野県 塩尻市 株式会社薗部技研 8100001032462 炭酸ガスレーザー加工機の導入による新分野展開 佐野　良太

関東 長野県 大町市 有限会社Ｆ＆Ｍカンパニー 3100002027227 「道の駅」における革新的なオートキャンプ場事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 上水内郡信濃町 ディーアイシージャパン株式会社 2100001004021 クラウド型整備業システムの開発・販売事業 株式会社ライトアップ

関東 長野県 茅野市 有限会社情熱大陸 3100002030057 ラーメン店から事業者向け食肉加工製造業への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社クボタ工務店 6100001030071 新工法実施と広報体制確立による「環境に優しい建設会社」づくり 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ペンションあるむ 「テイクアウトキッシュカフェによる新規顧客獲得と収益拡大」 アイソニック税理士法人

関東 長野県 千曲市 有限会社中澤製作所 2100002009804 医療用コネクタ製造専用の精密部品製造加工ラインの導入事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 有限会社コエル 1100002017023 排水管清掃業及び農業サポートサービス（施肥等）業への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社アース・グリーン・マネジメント 7100001022860 企業連携でＳＤＧｓを推進する硬質プラスチック再資源化事業への挑戦 青山裕之

関東 長野県 長野市 有限会社フリースケール 1100002010226 ３次元点群データを活用したサブスクリプションサービスの開発 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社ミスズ工業 8100001018684 時計用コイルブロック製造の国内回帰と自動化改造による精度及び生産性の向上と他分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社乾光精機製作所飯田工場 4100001025313 培ってきた建築用金属製品の製造技術を活かし半導体関連事業への事業転換をめざす ひまわり経営サポート株式会社
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関東 長野県 諏訪市 株式会社ＪＹＰ 2100001031742 信州諏訪味噌ラーメン出店希望者を支援する食料品製造業への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下伊那郡高森町 小恋路 地域農産物の付加価値向上とＷｉｔｈコロナ時代の地域振興につなげるベーカリーカフェの開業 内山　拓己

関東 長野県 下伊那郡高森町 飯田精密株式会社 3100001022352 新たな分野展開、リモートセンシング部品製造への取り組み 飯田信用金庫

関東 長野県 飯山市 フジオペンション ペンション廃業からレジデンスホテル＋レストランへの業態転換 飯山商工会議所

関東 長野県 上田市 株式会社佐藤商会 6100001009677 土質改良機を用いて建設残土の土質改良を施し加工土販売する事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 塩尻市 有限会社丸山化成 4100002025287 先端研究開発事業の本格事業化と地域産業を支える新事業への進出 小原　恭子

関東 長野県 岡谷市 有限会社横河計＿製作所 7100002032041 新市場進出に向けた難削材加工技術向上と生産環境改善への取組み 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 協和運送株式会社 4100001024439 バイクガレージ倉庫を起点とした新規事業創出と地域経済の活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ミクロン精工 1100001019243 次世代車・自動運転車に使用する高精度モーター軸の新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社Ｅａｇｌｅ 8100001028304 自動車板金およびラッピング事業への展開による総合的な自動車サービス拠点化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 合資会社親湯温泉 5100003002524 高齢、障がい者の安心安全な温泉旅行を可能にするユニバーサルサービス事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 ザ・シザーハンズ 全てのストレスをフリーへ・５感に響く髪質改善特化型マンツーマンサロン 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 有限会社草菴 7100002020467 信州食材を活かした仕出し弁当の製造受託と、蕎麦等の通信販売・小売販売 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 シンメー工業株式会社 1100001019045 超精密金型とプレス技術による半導体基板加工への新展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 株式会社みつみ 7100002014857 時間に縛られない高い利便性を提供するクリーニング店への転換と、生産性向上への取り組み バリューフォース合同会社

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 二十四節氣　神楽 信州発・地元食材を活かした新しい和風バームクーヘンの製造販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社川瀬工務店 8100001000691 新たな下水道補修工法の実用化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フリークラウド 7100001006566 大型屋外デジタル依サイネージを活用した地域活性のための広告マッチング事業 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社ウスザワ 4100002013630 五感で満足・三世代で集える新ジャンル「花火×焼肉店」事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社タカハ 3100002036681 廃棄物処理業から新分野の倉庫業・運送業へチャレンジ！ 飯田信用金庫

関東 長野県 岡谷市 ワイ・ケイ・マテリアル株式会社 2100001019829 センサ用極薄ニッケルクロム箔を用いたＩｏＴ市場の活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社中部テクノ 6100001019643 ＥＶ車向けバスバーの新規製造によるＥＶ車業界への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 柳屋商事株式会社 4100001011560 コインランドリー設置事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 大沢電機株式会社 4100001000506 新規事業「水にこだわる高級食パン」を製造・販売し、新たな顧客を獲得する。 長野信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社みずほ 4100001021411 無足場アンカー工法を用いた法面工事分野への新規進出及び業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 三井木工製作事務所 下請けからの脱却を目指したオリジナル木工製品の製造・販売 藤巻　雄司

関東 長野県 佐久市 戸塚酒造株式会社 6100003000667 全国の地域資源を活用したスピリッツ製造のための蒸留器購入と循環型農業構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 白馬綜合開発株式会社 8100001017356 「みそら野キッチン」別荘／貸別荘利用者に対する夕食デリバリー（飲食業）への多角化展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 小野工業株式会社 3100001021643 二種の電解水で衛生管理をサポートする電解水衛生環境システム事業新規進出 長野県商工会連合会

関東 長野県 木曽郡木曽町 木曽カントリー株式会社 8100001017975 木曽御岳観光の復活に向けたホテル併設グランピング施設・キャンプ場運営による新分野展開事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社長野日高産業 9100001018535 ブラスト加工の密着性を活用した医療機器分野への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 キノシタ開発株式会社 9100001026364 地域の魅力を発信する「温泉付き体験型グランピング施設」への事業展開 内山　拓己

関東 長野県 上田市 プチホテル　ゾンタック ワールドカップ・オリンピックを目指すトップアスリート向け低酸素室　ＡＬＴＩＣＵＢＥ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 株式会社アメック 7100001015014 ロボット向けアクチュエータの開発と製造 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社緑屋旅館 4100001010356 最新テクノロジーを活用した新たな宿泊施設運営モデルの構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 大豊開発有限会社 5100002002830 静穏な時間を飯綱高原で！飯綱高原グランピング計画 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社サンリエ 3100001022468 樹脂加工技術を導入してモータコアの一貫製造事業を構築する 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 ハイファイブコーヒースタンド コーヒードリップバッグ製造設備の導入及び製造請負事業 松本信用金庫

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社ジャムリゾート 7100002026877 体験農園付き手ぶらキャンプ事業の展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社こづまや 9100001012579 ペット同伴可能な完全プライベート空間の提供を強みとしたキャンプ事業 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 ココノホップ株式会社 7100001027579 ビール醸造設備導入によるブルワリー開設と新商品開発、販路多様化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町 株式会社こもれび 4100001027516 障害者就労支援事業Ｂ型事業所に加え新たに生活介護事業へ展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社シンコーポレーション 6100002015633 セントラルキッチンでの精肉加工とＥＣサイト販売事業の創設 株式会社長野銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社志賀一井ホテル 2100002018557 業界初！新分野展開による観光滞在型ＳＴＥＡＭデジタル施設事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社米山金型製作所 4100002038479 微細成形ラボ設立による高難易度微細成形品の量産化支援事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 長野県 長野市 エイ・エス・カンパニー株式会社 6100001024825 「体験型」バーベキュー事業の新分野展開による就労支援とのシナジー効果創出 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 長野市 株式会社アールエスティ 1100001000079 コロナ禍でニーズが高まる市街地型スポーツジム併設温浴施設への転身 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 はる真 コスパ抜群のテイクアウト・デリバリー寿司店への業態転換 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社アイシンク 9100001012637 外構工事の見える化展開による元請受注拡大と若手左官職人の育成 松本信用金庫

関東 長野県 諏訪市 関モータース 車屋発の自転車・車中泊ニーズに特化したＲＶパークと特殊車両レンタル事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 上水内郡飯綱町 ヘアーサロンノムラ 女性も床屋に！新メニュー導入による新規顧客層獲得。 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 マルカフェ 癒し空間「一棟貸し宿」で楽しむ地元健康食材と自然派ワインのペアリング 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 安長電機株式会社 6100001003564 ロボット導入前後のサポートをパッケージ化した　提供方法の確立 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 生麦みなみ風 長野市特産品を使用し地域を代表するクラフトビール醸造への進出 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社丸富自工 7100002004899 ワンストップ化への新たな挑戦。危機をプラスに変える再構築事業 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡宮田村 ブルーポイント 地域初、非接触型ビジネスのセルフ脱毛を取り入れたサロン事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社関口商会 5100001009901 日本初！“シルバーパス×ＩｏＴ導入型”抗菌特化コインランドリー 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社マル直ムラマツ水産 5100001016749 業務用魚介類卸販売業者が国産高級魚を安価に店舗販売する新事業 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 上田市 巴工業株式会社 2100001010036 希少性・付加価値の高いコーヒー豆加工・販売事業への進出 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 スノーリンク株式会社 1100001029580 椎茸の菌床栽培による就労支援事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 スノーソリューションズ株式会社 6100001029535 人工降雪機の輸入販売・レンタルから、新たに人工降雪サービスに参入する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社やまびこスケートの森 6100001019809 コロナ禍を乗り切る健康増進合宿事業とワーケーション宿泊事業の展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 長野市 オーガニックリゾートホールディングス株式会社 2100001006926 信州小布施を楽しむ、個室完結型の宿泊施設事業 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社新製作所 2100001007585 医療機器分野への展開を目的とした高精度加工機械の導入及び製造環境の整備 上田信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社タキワ工業 5100001018786 モーター駆動装置需要獲得によるポストコロナに対応した新事業展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社アイ・コーポレーション 7100001019320 高品質なリサイクル堆肥生産事業への進出により、諏訪・伊那地域における「食品リサイクルループ」の創出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 有限会社北野屋精肉店 8100002032692 保有する経営資源を最大活用したキャンプ場経営への新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社裾花観光バス 8100001006846 ＡＩ・ＤＸ技術活用による多言語ツアーコンシェルジュサービスと、安全・快適・開放的なバス輸送による新しい旅行体験の提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社御代田工機 3100002011313 新製品生産を機会として捉え生産自動化と多品種少量生産への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社時空の杜ＯＣＴ 1100001027923 「自分を生きる」ソースリトリート施設への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 降旗興業株式会社 7100001027554 ＩＣＴ施工の社内一貫体制構築による土木工事進出と施工管理サービスの提供 株式会社ビーワン・クリエイト

関東 長野県 上田市 株式会社和楽座 6100001011699 生糸繰糸後の「さなぎ」を活用した冬虫夏草生産の画期的システムの構築 長野県信用組合

関東 長野県 伊那市 有限会社長野県リサイクルセンター 9100002033574 自社開発オリジナルプラントを導入し、空調用被覆銅管から有価物を抽出・販売事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 須坂市 ペンション＆レストランＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ ペットと過ごせるプライベートキャンピングコテージの建設と運営 須坂商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社湖泉 8100002029400 旅館業における火災等発生時の避難誘導を支援する防災アプリの開発・販売 森藤　啓治郎

関東 長野県 上伊那郡飯島町 株式会社大成 1100001021281 スライス加工馬刺しの開発による新たな需要の取り込み 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 赤だすき白馬製麺所 ピンチをチャンスに！　製麺業から宿泊業へ大きなチャレンジ！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 上水内郡信濃町 パワフル健康食品株式会社 1100001002876 「肌健康」にフォーカスした化粧品と健康食品のメーカー転身事業 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村
Ａｎｇｌｏ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ合同会

社
8100003003560 ビール醸造技術を活かした蒸留酒の新商品開発と新規販路開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社キャトル・セゾン 2100001028796 密封包装食品製造販売への進出による地域発素材の消費拡大 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社日進ウェルディング 6100002035301 ＦＡ機械装置メーカーをターゲットとした板金加工の高付加価値化 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 安曇野市 株式会社カクミズ 8100001015104 「睡眠の悩み解決」を合言葉にカウンセリングがメインの寝具販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社朝倉石油 3100002029644 有人から無人へ、ポストコロナに対応した業態転換による新サービス構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社菱田工務店 9100001025515 日本初の木組み規格住宅の開発販売及び同商品のＢｔｏＢへの事業展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社おとぎの里 3100001026477 地ビール醸造による地域づくりの新たな展開 浅香　文孝

関東 長野県 松本市 株式会社石井味噌 1100001018113 味噌醸造蔵元の信州三年味噌煮込みうどん専門店開業計画 小林　正樹

関東 長野県 大町市 株式会社信濃大町糸屋自動車 7100001027026 自動車整備業へのシフトチェンジ計画 松本信用金庫

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社イケダ 3100001011462 旋削技術構築とフォトクロミック技術を使用したＢｔｏＣ市場進出事業 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 有限会社徳澤園 6100002022522 アフターコロナの山岳観光における革新的な滞在価値の提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 ＪＣマイクロ株式会社 1100001026198 半導体検査部品プローブピン新規市場への挑戦～「ファイナルテスト用」から「ウェファーテスト用」へ～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社菅平スイスホテル 8100002015128 菅平高原を盛り立て世界へ飛躍させるホテルに！ 桑原　仁

関東 長野県 飯田市 抗菌美装株式会社 1100001023336 既存のリソースを活かした食品添加物市場と食品原料・異物分析市場への進出 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 伊那市 ｈｅａｒｔｌｅａｆ　ｍｕｓｉｃ　ａｃｔｉｖｉｔｙ 音楽スタジオからアウトドア型飲食分野への業種転換 伊那商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社森角建材店 5100001007863 地域の希望～コロナを越えて新型ライフへの新たなるチャレンジ～ 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 松代工業株式会社 9100001003223 既存技術と新製品の融合。新たなシナジーの創造へ！ 長野税理士法人

関東 長野県 上田市 株式会社はたらクリエイト 7100001026812 長野県移住者支援事業！託児所付きサテライトオフィスへの新分野展開 髙司　浩史

関東 長野県 上田市 ダイイチ株式会社 9100001011242 運送業界に特化したクラウドサービス事業とデータセンターの設置 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社ホテルさかえや 3100002018688 新しい柱として日帰り施設を増やし、地域活性化へ！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 スタンダード　マーカー コロナ渦による経営危機脱出のための建設機械板金修理への新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 長野市 株式会社ＴＯＳＣＯＭ 4010901022030 自社ブランド製品の売上比率を高め、最終消費者向け新製品を展開 岡本　洋平

関東 長野県 長野市 有限会社大峽建設 2100002000936 解体業へ参入し土木工事との一貫受注を狙う。空き家問題解消にも貢献！ 長野税理士法人

関東 長野県 岡谷市 有限会社山田スポット 8100002031967 ファイバーレーザー溶接によるＥＶ車部品及び半導体への溶接加工 諏訪信用金庫

関東 長野県 安曇野市 株式会社エスケー・シナノ 3100001026411 新型コロナウイルス感染症治療に資する医療機器部品製造への新分野展開 松本信用金庫

関東 長野県 東御市 有限会社三井金属 3100002016015 廃プラスチックを貴重な再生エネルギーとし有効活用する事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 飯田市 明和工業株式会社 6100001022812 独自開発した全身除菌装置の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ウェルケアビューティー 5100001026707 過疎地域のＱＯＬの維持・向上に寄与する移動型理美容室の開設 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ホテルタキモト株式会社 6100001027043 「ウエルネスライフステイ」ココロとカラダを再生するホテル 長野信用金庫

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 佐久チツプ産業有限会社 4100002011972 木材チップ製造業から薪及びバーク堆肥製造の林業に業態転換する。 佐藤哲也

関東 長野県 諏訪市 有限会社ノースドール 5100002028669 新しい非接触型コテージと、蓼科ブランド路面店舗への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 Ｇａｒａｇｅ８２６Ａｍｍｕｎｉｔｉｏｎ 最新デジタル技術を用いたオリジナルパーツ開発および完成車販売事業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社エグロ 7100001019353 業界最先端の「同軸精度１０μｍの鋼材両端加工機」の新開発によるＥＶ用途市場開拓 特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構

関東 長野県 長野市 有限会社八光食品工業 7100002004081 県内初の豆腐自動販売機で製造卸から２４時間非接触直販への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社フォンス 9100001008924 焙煎機導入による、新規コーヒーブランドの立ち上げとコーヒー製品販売への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 長野県 塩尻市 株式会社キヨメタ 6100001031755 溶接工程中心の精密板金事業から、精密板金の総合加工への挑戦 税理士法人大沼田経営会計事務所

関東 長野県 上田市 株式会社ハルタ 8100001011177 エアコン暖房不要！デンマーク基準の高性能規格住宅及び建材の販売事業 松田　亮
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関東 長野県 長野市 高田産業有限会社 2100002008153 福祉住環境をコーディネートできる地域介護トータルケアの実現 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社リリーフ 6100001012598 正常分子栄養学による正しい食生活を提案する２４時間フィットネスジムの運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社八幡屋礒五郎 6100002005329 低価格で携帯性に優れた七味唐辛子の新商品投入。コンビニで新需要を喚起する！ 長野税理士法人

関東 長野県 茅野市 株式会社サンヨー 1100001019029 物流・半導体市場への新分野展開によるポストコロナ化での差別化 諏訪信用金庫

関東 長野県 千曲市 有限会社テクノリンク 3100002010182 自社オリジナル製品「定量給油装置（仮称）」の開発・生産・販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 長野印刷商工株式会社 9100001002233 主催者も受験者も安心できる受験を！地方都市で印刷、データレス、抗菌による試験改革！ 長野税理士法人

関東 長野県 北佐久郡御代田町 大井建設工業株式会社 8100001007910 建設業から建設の川上事業の不動産業へ業態転換を図る。 佐藤哲也

関東 長野県 北佐久郡御代田町 マイクロストーン株式会社 9100001007950 アフターコロナの健康長寿社会を見据えた「ＴＨＥ　ＷＡＬＫＩＮＧ」事業の事業再構築 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 須坂市 千日みそ株式会社 9100001005608 顔が見える生産者のお米を使用した、高品質で安心安全な甘酒を世界へ！ 長野税理士法人

関東 長野県 飯田市 株式会社Ｆ．Ａ岡島 4100001023317 低価格と高品質を両立した住宅型有料老人ホームへの参入 税理士法人河野菅沼

関東 長野県 茅野市 太陽精工株式会社 2100001019102 工業用プラスチック製品製造から木工製品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社ノア 8100002003990 創造力、自主性、協調性を育む！ＩＣＴを活用した次世代の学びを子どもたちに。 若林健史

関東 長野県 松本市 株式会社ナルピー 9100001013791 「真空冷凍炭火焼肉パック焼肉」販売による新分野展開で集客強化！ 松本信用金庫

関東 長野県 千曲市 株式会社山崎屋木工製作所 6100001006699 ウィズコロナ，カーボンニュートラル実現に向けた新素材サッシの製品化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社エージェンシー広宣 7100001022266 地域に特化した人材紹介事業とＷｅｂ求人広告事業の展開 飯田商工会議所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社みのり建設 6100001018884 自社開発バイオマス燃料プラントでバイオマス燃料の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ますや有限会社 3100002018721 ＂宿泊しなくても入りやすい＂宴会場の和食レストラン化～ますやテラス付き～ あがたグローバル税理士法人

関東 長野県 小諸市 天狗温泉浅間山荘 トレーラーハウス設置によるコロナ感染予防及び新規顧客開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社丸建 5100001020478 移住促進地域におけるパッシブ型平屋建てＲＣ造住宅事業への進出 長野県商工会連合会

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社藤井荘 1100001005846 国内・海外の富裕層に特化した日本文化の香り溢れる日本旅館の構築 長野信用金庫

関東 長野県 千曲市 株式会社コスモデータ 7100001006426 自然を楽しむレジャー・自己肯定感向上の学び、両方を体験できるグランピング事業 ９９．９株式会社

関東 長野県 大町市 マイマイ プロ講師陣の揃った専門性の高いクラシックバレエ学校の開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社茅野観光 3100002030189 地域密着型の旅行会社による、地域の皆様の『美』アップのお手伝い 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社リトルグリーブ 1100002030686 エリア初！新生活様式に対応した滞在型外遊び／学びプログラム 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ヘアーサロン　アルファ 長野県初となる、一部セルフ方式を取り入れたウェットヘッドスパ専門店 長野信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社トヨコー 2080101010566 レンタル事業開始のための建設分野で世界最高出力のレーザークリーニング装置開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社白岩モータース 8080002002789 軽自動車をキャンピングカー仕様やテレワーク仕様に改装 浅野　哲司

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ゴールドライフ 4080001012743 寿司職人が創る　由比産桜えびコロッケ 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 Ｎ・ＧＲＯＵＰ 飲食ＦＣ事業への新分野展開による障がい者地域雇用の積極的創出 村越　誠也

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 いちごらんど中西 いちご狩り農園が行うドッグラン事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 富士市 望月加工紙株式会社 6080101009844 おうち時間応援「レシピ付き紙バンド」で販路拡大 税理士法人トップ

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社リュクスタイル 6080401018289 ＩＣＴ技術による学習機会を子どもたちに提供するための新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ＩＳＬＥ 5080101017105 生花卸から花装飾や空間演出を絡めたフォトスタジオへの業種転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＯＣＥＡＮ 7080401017876 「カフェ感覚。気軽に使える美容サロン」に地域密着の飲食店が挑戦 村越　誠也

関東 静岡県 袋井市 プラネットクライミング株式会社 9080401019276 クライミングホールド輸入販売業への進出 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＣＪ 6080001018870 ポストコロナ市場を開拓するボルダリング事業の新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 熱海市 株式会社久遠 4080101012734 食べる時間と仕込む時間、そして焼く時間が自由自在なパンの業態転換事業 株式会社ネクシオ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ふれあい 3080001020318 エステティックサロンにおけるメンズ脱毛サービスへの新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社サンクチュアリ 4080002012610 ＩＴ制御した舞台装置のあるラウンジ形式・少人数制大衆演劇場の運営 静岡商工会議所

関東 静岡県 浜松市浜北区 エムアイ電機株式会社 7080401023148 「制御盤設計技術」を活かし「医薬品製造装置の検査・校正」分野へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社ふるいや旅館 7080102014834 ヴィーガン（肉・魚・卵・乳製品などの動物性食品を食べない人）向けシャーベットの開発と製造 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市東区 ファミリーヘアサロン　ギュネシ 美容×エステで憩いの場を提供！トータルビューティーサロンへの転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 熱海市 有限会社大松商店 2080102018105 豆腐屋の技術を活かしたスイーツ事業参入で全国展開！！ 熱海商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社城山製作所 4080001011844 安全性とデザイン性を両立する天井壁パネル開発による新分野展開 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 菊川市 有限会社開利 5080402018363 ベトナム料理・食品のテイクアウト販売、デリバリー販売への転換 山脇保生

関東 静岡県 三島市 ふたつめ三島 店内飲食事業から唐揚げ事業（持ち帰り飲食）への新分野展開による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 ペンション飛遊人 富士山を望むペンションによるジビエフルコースＢＢＱ施設の提供 山梨県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 焼肉芳龍 焼肉屋から精肉とお弁当販売への新分野転換 清水　進矢

関東 静岡県 浜松市東区 氏原株式会社 8080401000641 新商品ブランドを立ち上げ、オンラインでの小売業に転換 山脇保生

関東 静岡県 浜松市北区 原田精機株式会社 7080401013066 宇宙開発を促進する超小型衛星システムの商業化のための事業再構築計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ヨツメグサ 遠赤外線サウナ導入によるセルフリラクセーションサービスへの転換 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 ふくがうち合同会社 5080003002287 次亜塩素酸水対応加湿器による感染症対策を徹底した児童発達事業所の開所計画 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社アカオ商店 4080102017971 創業５０年老舗チーズケーキのブランド化で新名物スイーツを開発 三島信用金庫

関東 静岡県 焼津市 ＥＢＯＳＨＩ 遊休不動産を活用し、既存飲食事業とのシナジーが期待できる３つの新事業を開始 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社ウィットラボ 5080402013793 工程毎リアルタイム測定による技術コンサルへの転換 税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 伊豆市 塩谷吉栄 輸出向けわさび加工品の生産・販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 フルヤ商事合同会社 1080103001903 ドライブスルー可能な電子システムを導入したテイクアウト事業再構築計画 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ＪＧＡ株式会社 3080001012612 ＳＮＳを活用したアクティビティ紹介サイトで観光客獲得に貢献 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 静岡県 藤枝市 有限会社岡むら 5080002018318 老舗居酒屋の焼肉店転換による従業員事業承継・百年企業への取組 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ジェスＴＷ 1080001010576 中古住宅のリノベーションハウス事業 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市葵区 合同会社Ｋｅｔｎｏｉ 7080003002327 売上のＶ字回復を狙うテイクアウト専門店への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＬａＬａカレージャパン 7080401018593 ＨＡＣＣＰ対応による長賞味期限チルドカレーの製造事業 アアル株式会社

関東 静岡県 熱海市 株式会社シーサイドクラブ 8080101013992 セントラルキッチン構築により地元食材を使ったお弁当事業を新展開 景山　洋介

関東 静岡県 磐田市 マルデン伊藤農園 自家栽培の果実を使用したテイクアウト商品の開発による新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 富士宮市 有限会社ワラシナ自動車サービス 6080102017482 高機能デジタルフィットネス機器を使った地域の健康サポートサービス 富士宮商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 ＡＣＥ個別指導塾 学習塾による待機児童向けホームワーククラブの新分野展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 株式会社ウエストノイカンパニー 3080101016463 共働き＆シングル家庭全面支援　英語放課後児童クラブの設立 石渡　清和

関東 静岡県 静岡市清水区 清水冷凍株式会社 6080001008203 冷凍食品のオリジナル製品開発と自社ＥＣサイト『ＴＯＲＩＣＨ』による新市場開拓 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 行政書士あかつき法務事務所 士業による士業のための創業支援事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 袋井市 味の吉 寿司・うなぎメインの和食飲食店からテイクアウト専門ジェラート販売部門の開設 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社串の木グループ 4080401014067 飲食店から浜松市を拠点とする教育事業参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 伊東市 有限会社ハッピー 6080102020602 ウィズコロナ時代に対応したオンライン体験学習サービスで売上のＶ字回復を図る 株式会社ＴＲＥＥ

関東 静岡県 島田市 ＺＥＲＯ デジタルサイネージによる広告業への進出 村松　昭宏

関東 静岡県 三島市 有限会社ダイエー物産 2080102010747 地域密着型のオンライン求人媒体の構築とその運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 静岡県 静岡市駿河区 訪問マッサージはづき 訪問鍼灸診療から女性専門の美容鍼灸治療院開設による業態転換 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 うなぎいも協同組合 1080405006534 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの転換による「うなぎいも」及び浜松市のＰＲ 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社就職情報センター 1080001002103 防音スタジオ構築による静岡県に特化した就職活動支援イベントのオンライン化 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社リアライズ・コーポレーション 1080101015616 ポストコロナ時代に対応した伊豆地域不動産業の展開 Ｃｒｕｘ税理士法人

関東 静岡県 島田市 キネティックデザイン 非接触で２４時間営業　無人店舗でのリユースアパレル販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＩＣＥＥ　ＩＣＥ 8080401020697 持ち帰り専門飲食店の新規出店、及びそこを拠点としたキッチンカーの運営 袴田　淳

関東 静岡県 下田市 株式会社ＳｅａＷｏｏｄ 6120001154744 シルバージュエリーのデジタルＤ２Ｃブランド事業への事業転換 井上大輔

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社長谷 9080001004216 「滞在型・無人非対面型ホテル」運営による持続可能なビジネスモデルへの転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 中華点心天天 多店舗展開を目指して　中華料理店から中華ファストフード店への移行 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社スリーエム 9080402016974 料理人を派遣する事業から自社店舗運営への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 ＢＵＩＣＨＩ 本格和食料理屋の素材の味を最大限に引き出し、異業種と連携したカレー専門店への転換 静岡商工会議所

関東 静岡県 熱海市 水谷カメラ店 撮影業と旅行業のハイブリッドによる、個人旅行客に向けた新事業展開 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社青島グレース日本 7080401019749 若者層向け新ジャンル寝具のネット販売力強化による事業の再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市中区 エイチワイ産業株式会社 7120001139521 ベトナム料理を手軽に利用するための注文システム構築と店舗改装 遠州信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社マーベラス 2080001017793 緑茶タブレットを活用したホテル業界の高付加価値化 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社静新電設 7080001020272 人財を活かした「変圧器内の絶縁油交換業務」の事業化 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 富士市 納得住宅工房株式会社 8080101010057 不動産事業への進出と空き家大型リノベーションへの挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市天竜区 有限会社間渕溶接 2080402015594 新たな生産体制で新分野である「建機業界」へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社ニュー熱川プリンスホテル 6080101014679 宿泊客と住民が館内で学びながら交流できるカルチャー事業「ミジカル」の運営 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 天 アフターコロナ時代に適合したクッキングスクール開設による事業再構築 西村伸郎

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社アキュー 9180001002481 ゲームセンター専業店が新たな遊べるクレープ店に挑戦！ 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 有限会社土橋電気 8080102017654 シーケンス制御技術の実務教育事業 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 熱海市 株式会社釜鶴 3080101012974 新たな観光体験を提供する「温泉１１号」リブランドプロジェクト 熱海商工会議所

関東 静岡県 沼津市 東海ウエルド株式会社 3080101007454 モノづくりの技術を生かし新たに組立を取り入れ販路拡大を目指す。 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社萬惣 1080001017613 地域連携を通じた介護施設給食事業への参入 藤枝商工会議所

関東 静岡県 沼津市 有限会社はごろも 5080102002873 ダイビングをより安全・快適に！減圧症を防ぐナイトロックスの製造へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社大井製作所 3080402021162 高難易度ハイテン材のプレス成形加工体制構築による次世代自動車分野等への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社ファインテクニカ 3080402021303 リバースエンジニアリングによる新たな試作品生産体制の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社弁天島山本亭 5080401006294 日本料理店が作る浜名湖名産スッポンを具材とした浜松餃子の製造販売 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＮＨアグリ 6080401019080 当地の隠れた名産品「遠州落花生」の復活を目指しての事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社アスカ研磨工業 9080102000122 新分野進出による新たな企業価値創生 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社シングウ技研 2080101007042 ワイヤ放電加工技術の獲得と当社加工技術の強みを活かした半導体系精密部品加工対応 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 袋井市 株式会社共立電機製作所 1020001082687 水素ステーション向け部品市場への切削加工事業の再構築 株式会社横浜銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 日商産業株式会社 8080101006039 プラスチック製品「組立」分野への参入について 沼津信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社福祉サービス栄 3080102012189 軽度要介護者の機能訓練を行うリハビリ特化型デイサービスの展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社エスエヌティーアール 1080401019754 高品質カーコーティング事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ヤマシタ 8080001014380 外食産業依存からの脱却と、新商品開発による個人向け販売強化事業 株式会社ケレス

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ハチマル 8080001013705 厳選材料に奇跡の酵母を加えた木桶天然醸造醤油【希望の光】の商品化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 株式会社池田油店 1080101011243 次世代自動車の普及による、車両の長期保有に向けた新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 三島市 伊豆技研工業株式会社 3080101005342 ロボット・ＡＩ技術活用による高密度化・高品質化が求められる次世代自動車産業への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 有限会社金子精機製作所 7080102000909 サブミクロン研削技術での業態転換！ナノ加工工作機市場への挑戦 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 下田市 丸吉水産商事株式会社 7080101014570 専用フロアを設けた滞在型ワーケーションサービスの提供 株式会社静岡中央銀行



52 / 54 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【関東ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

関東 静岡県 富士市 株式会社富士の国渡邉農園 3080101021513 自社製造の「浅漬け胡瓜」と「茹で落花生」の開発と農産物直売所の販売強化 清水　進矢

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ビーエスエム 8080001017160 次世代自動車に対応する整備環境の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ナツヤマ 8080401016373 既存の不織布とは性能の異なる製品の量産への取り組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社カワセ 1080101005476 地球温暖化を抑制する中小水力発電機向けカバーの生産体制構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 天仁株式会社 3080001020037 地域の福祉事業の充実を目指した入浴特化型デイサービスの新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 佐藤ライトモールド株式会社 7080001000472 高度な自動車用金型製造技術の応用による企業再編の強みを活かした新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 東伸紙工株式会社 8080101009140 印刷技術を応用したプラスチックの紙代替および広告需要に対応した新たな印刷需要市場への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社カーメイト松下 6080001014151 自社で整備・再生するレッカー車輛再生製造販売の取組み 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 儀三丸造船所 休閑地を活用した造船業からマリーナ事業への業種転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 有限会社ノイエピナコテーク 1080102018931 箱根の森を活かしたドームテント型商業店舗の構築と地域活性化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社富士総合設備 5080101011751 最新設備と現有ノウハウの融合！産業用ロボット部品の受注獲得事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 駿広産業株式会社 9080101008777 民間建設向けコンクリート製品の内製化と新たな販路開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 裾野市 ペンションふんわりこん 新たな生活様式に対応したビジネス顧客の獲得に向けた宿泊サービスの転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 ナックフィーディング株式会社 9080401015944 画像認識を用いた新たな微細部品の自動選別機の製造を通じた半導体・ロボット分野に対応した新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 小島歯車工業株式会社 8080001001494 成長産業の新市場に対応した新たな試作開発段階でのオーダーメイド製品の提供 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 Ａｙａｍｉ建築工房 空間デザイン心理学に基づいた、新たなワーケーション施設の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社晃永製作所 5080102001198 公共性の高い防災インフラ設備に対応した新たなスマートポールの製造 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社覚堂 5080401011195 建設重機解体用アタッチメントのレンタル事業参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社半田工業所 2080101009311 公共インフラに対応した鉄骨工事技術の応用による新たな技術伝承サービスおよび建物付随製品製造サービスの参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 梅沢鋳工株式会社 4080101008204 産業用ロボット向け鋳物製品の生産プロセス再構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社グーこぎく 3080402002526 ドライブスルー・イートイン方式によるおこわと和生菓子等の販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社タイシン 1080101010385 最新設備と現有ノウハウの融合！高精度大型半導体部品の受注獲得事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 裾野市 有限会社スギタ 4080102004350 キャッシュレス・ランドリーによる新しい日常への対応　ラーメン付きＩＴランドリー 小野　翻陽人

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ベアー工業 8080402007165 超低歪み成形を実現する高精度金型開発による新分野での売上拡大 株式会社市岡経営支援事務所

関東 静岡県 下田市 伊豆海鮮瀧 アプリで注文　チョイスできる学校給食弁当 下田商工会議所

関東 静岡県 富士市 エフピー化成工業株式会社 2080101019327 植物由来の次世代素材「セルロースファイバー複合樹脂（グリーンチップ®ＣＭＦ）」生産体制構築事業 株式会社ジャストコンサルティング

関東 静岡県 富士宮市 株式会社関東精工 8080101011377 精密板金加工技術を活用した、電車床下用機器収納箱等の交通インフラ部門への新たな進出 尾関　俊寿

関東 静岡県 浜松市東区 キタガワ工業株式会社 9080401012792 ステンレス加工専用の新設工場による食品加工機械・医療機械製造への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 榛原郡川根本町 合同会社Ｒｉｖｅｒ　ｒｏｏｔｓ　ｒｅｓｅａｒｃｈ＆Ｌａｂ 1080003001680 キャンプ場内での飲食店の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 花の舞酒造株式会社 2080401010282 酒蔵見学と浜松の食材を使った飲食業とを組み合わせた新たな観光事業の創出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社協和製作所 4080101000490 超高真空チャンバー製造による真空機器製造業界への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 遠州工業株式会社 7080401011706 次世代自動車向け高品質な無酸化熱処理技術の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社ウッドベル工業 3080402018968 現場ノウハウを活用した溶接事業の新規展開と域内経済の活性化 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社サンパーツ 9080001017011 高精細レーザー加工技術の確立による軽量高強度素材加工への挑戦 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 袋井市 株式会社ココチ・ヒロオカ 5080402021739 無垢材家具に特化した加工製造直販事業によりココチブランドの強化 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 Ａｌｌｉｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 8011101060684 天然系界面活性剤の受託製造サービス構築と低環境負荷商品の開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 有限会社石川商事 1080102016431 新たな機能を有した加工機導入による紙製品加工新分野への展開 藤原　日士人

関東 静岡県 磐田市 有限会社ホソヤ 1080402020686 磨いてきた切削技術と修行で得た金型製作技術を活かし、金型製造業への進出 遠州信用金庫

関東 静岡県 下田市 横川温泉株式会社 6030001120549 源泉供給業から、ウィズコロナに適合した完全個室貸切温泉への転換 株式会社シャイン総研

関東 静岡県 裾野市 みつつき株式会社 7080101017714 地産地消「無添加パッケージスープ」等のインターネット販売計画 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社梅薫楼 9080002004578 レンタル商業施設を核とするガーデンマルシェ日本平香る丘の開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社ＺｅｎＶｅｎｔｕｒｅｓ 9080101014965 貸切風呂と個室休憩室がある日帰り温泉施設のレンタルスペース事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社アイベス・コーポレーション 3080401010050 グローバル教育推進を実現する、国内小・中・高生対象の各種オンライン教育プログラムの構築 株式会社シンカ

関東 静岡県 富士市 株式会社伊藤電気 8080101021517 脱炭素社会実現に寄与するバイオマス発電機向けタービン架台製造による業種転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 三島市 有限会社飯田ピアノ 9080102012373 独自のピアノ調律技術を応用した据え置き音響機器のトータルコーディネートサービスの展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社アイワ茶業 9080001000108 インバウンド市場に向けた独立型施設化と地域資源の観光活用事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社アイアイダイニングス 8080101015931 お家時間を楽しく！酒と食を届ける。 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡河津町 相沢荘 貴重な資源である”伊豆石”の蔵を活かしたレンタルビレッジ事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社小羽皮革 4080401017177 保管付布団クリーニング及び保管商品管理のデジタル化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 三島市 有限会社エイチエムクラフト 7080102012193 ロボットを含むシステム構築のワンストップ対応を可能とする事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社アイ・ブロード 4080101010440 ＥＶシフトに対応した新たな技術者養成と設計業務の自社事業化に向けた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社本目浅吉商店 8080001004753 国産紅茶の仕上げ加工製造、商品化、国内外への販売 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社久保山工業 3080001020994 デザイン性豊かな養生シート制作による新たな足場広告の提案事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ベイシン 6080101000605 適正な金型管理に基づいた金型長期保管サービスの事業化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社魚秀 4080401006262 新ジャンルの練り製品の開発及びクックチル調理方式等に対応し、事業再構築を図る 遠州信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社京昌園 6080102013820 「熟成肉」メインの通販事業によるＷｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナに対応したビジネスモデル確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡西伊豆町 株式会社大村商会 5080101014837 ＶＲショールームを活用した住宅設備機器及び新規商品商談システムの構築 丸山　悠由

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社中村米作商店 9080001008828 健康・癒しをコンセプトにした、リラクゼーションサロン併設の健康ドリンクテイクアウト事業の実施 静岡商工会議所
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関東 静岡県 下田市 タビタビジャパン 地域を盛り上げる菓子製造とアプリで繋がるシェアキッチン事業 下田商工会議所

関東 静岡県 焼津市 エスエーエンタープライズ 安心・楽しい新時代カーライフをサポートする自動車整備事業に転換 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大羽 1080401001027 ２４時間パンを届ける！ニューノーマル時代の次世代型パン屋さん革命 株式会社名古屋銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社日下農園 7080401022249 自社製造のドライフルーツ開発とインターネット販売の強化 静岡県信用農業協同組合連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社カクニ茶藤 3080001011572 飲料原料用仕上茶の専用ライン新設による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ａｍｏ 7080401024063 「治療×予防」地域の健康作りを支える整骨院が行うフィットネスジム事業 アリアス税理士法人

関東 静岡県 御殿場市 株式会社勝亦商店 7080101004010 包装資材取扱いによる新たな視点からの営業活動事業計画 水口　克巳

関東 静岡県 磐田市 遠州熱研有限会社 8080402019425 熱処理歪（ひずみ）の補正技術を生かし先端分野への新展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 ガレージ　グロリアス エーミング事業の開始と新規顧客開拓 天野　敏彦

関東 静岡県 伊東市 株式会社ＮＥＸＩＴ 3080101013923 建機レンタルから伊豆（伊東）ワーケーション＆ブレジャーへ 税理士法人横浜総合事務所

関東 静岡県 沼津市 株式会社カワグチ鉄工 2080101007760 最新デジタル技術による溶接ロボット他を導入しＨグレードの市場に新規参入 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社ビーライン 8080101003779 カフェ遊休スペースを活用したトリミングサロンの新規事業展開 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 Ｇｒａｍｏｄｅ 広告デザイナーが居住空間を演出するリノベーション事業 漆間　聡子

関東 静岡県 三島市 株式会社サトウ 7080101005628 同時５面加工機導入による振動試験装置用カスタム治具製作への業態転換 三島信用金庫

関東 静岡県 湖西市 株式会社ナカジマ 8080402009401 機械工具卸売業者による児童発達支援事業所の運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社坪井商事 9080402022436 運送事業依存からの脱却と、新たな倉庫事業への新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社ウェスト・クリエイティブ社 3080102008848 高級旅館からグランピング＆貸別荘複合アウトドアリゾートへの新展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社ＢＲＩＣＳ 8080101016517 ものづくり技術向上に資するエキスパート即戦力人材の育成を図る実践型の職業訓練サービス提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社篠原印刷所 7080001002048 後糊圧着加工新技術とオンラインダイレクト入稿で大手系列へ進出 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 熱海市 かね哲水産株式会社 1080101014139 水産分野における新たな鮮魚養殖の事業化（養殖魚の生産とブランド化） 仲田　剛

関東 静岡県 富士市 有限会社雨森新聞舗 9080102013256 高齢者をターゲットにした会員制「オフラインサロン」の提供 富士商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社伊藤油圧 1080002009213 高性能複合加工機の導入による精密医療関連部品の製作に挑戦する新分野展開 尾関　俊寿

関東 静岡県 藤枝市 株式会社沖友 5080001016537 セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）濃縮品の製造・販売による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡小山町 Ｓクラフトシステム有限会社 1080102007851 高精度３Ⅾレーザー技術導入による板金加工の高度化・自動化計画 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 勝亦精密工業株式会社 6080101000415 クランクシャフト専門メーカーへの飛躍と下請けからの脱却 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社村岡商会 6080001013319 プラスチック製品の射出成形加工事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社大川金属工業 9080001013365 「医療向け電動チェアのフレーム製作」への新分野展開の取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社エクセルジャパン 1080101007092 「ＳＤＧＳ」を意識した廃プラスチックのリサイクル事業の取組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アーサー 7080401000056 「在庫を持たないショップ」という新たなビジネスモデルの創出とSDGsへの取組 税理士法人ＢＥＴＴ

関東 静岡県 袋井市 株式会社和いち 8080401023048 次世代農業を体感できる複合観光施設 杉山　将太

関東 静岡県 藤枝市 はれ晴れ建設株式会社 1080001020154 お庭でステイホームを楽しめる自社独自設計ガーデン施工販売 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社東海汽缶 9080001008737 地域活性化を目的としたＳＬ動態保存とＳＬボイラー新造の実現 あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 静岡市清水区 望月鉄工所 美容と健康両面の効果を持つ米ぬか酵素風呂サロンの運営 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市中区 ヤワラマキナス有限会社 5080402021111 自動車部品製造における金型製造業からゴム製品製造への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社創造舎 9080001011055 伝統工芸体験施設運営会社による駿府の伝統と文化に触れられる宿泊施設の開業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊東市 株式会社天城の森工房 1080101020095 伊東（天城高原）型「脱炭素木質バイオマス産業」の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＣＲＥＡ　ＦＡＲＭふじのくに 8080001020040 「食と農のツーリズム」による交流促進を目指す農園カフェ等の運営 玉置　久倫

関東 静岡県 島田市 特定非営利活動法人クロスメディアしまだ 7080005006169 ゲストハウス事業をハブ拠点とした関係人口増加への取り組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 佐藤精工株式会社 7080001001743 次世代自動車向けランプの金型製造による新たな事業領域の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡小山町 日本祥栄株式会社 1011201015900 富士山麓のホテルとの相乗効果を生み出すグランピングへの新分野展開 萩口　義治

関東 静岡県 浜松市浜北区 千曲精密工業株式会社 6080401010254 次世代自動車向けクリープレス軸受外輪の加工開発～量産　その後他業界に進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 愛管株式会社 5080401000033 ３Ｄスキャナーを用いた現地調査代行および３次元図面作製サービスの構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ウッドマスター 9080101019659 エアストリームキャンプ場及びエアストリームの輸入販売業への転換事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 掛川市 有限会社小原建装 4080402018042 事業所等の神棚に供える榊の定期販売事業による新事業展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ＺＡＩＴＥＱ 6080101018300 こどもから大人まで～「夢をかなえる」キャリアスクール事業 島岡　裕也

関東 静岡県 三島市 有限会社大原工業所 2080102009780 再生可能エネルギー発電設備に必須となるスペーサー製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 大弥精機株式会社 7080401016151 リユースにより脱炭素社会に貢献する工作機械用スピンドル修理事業の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社オレンジハウス 3080001000963 二拠点ライフスタイルを実現できる戸建住宅の賃貸事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 佐政水産株式会社 5080101000663 深海ＶＲアトラクション スルガ銀行株式会社

関東 静岡県 磐田市 有限会社門鈴建設 9080402020704 郊外型ペット共生建築モデルハウスを兼ねたドッグランおよびカフェ事業の展開 株式会社フロウシンク

関東 静岡県 榛原郡吉田町 横井農園 乳製品製造業への業種転換による事業再構築と地方創生への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社葉桐 9080001004208 有機栽培ウーロン茶の新規製造と国内外への販売 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 富士市 株式会社佐野組 7080101008614 富士市内で唯一富裕層特化の高級個別パーソナルジムへの進出 富士信用金庫

関東 静岡県 袋井市 丸益産業株式会社 2080401017328 ＩＣＴ対応解体機導入による低炭素解体工事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社かしはる 6080001014762 「できたてお菓子」と「憩いの場」・菓子屋がつくる新しいコミュニティ 焼津商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 北極しろくま堂有限会社 3080002012132 子育て支援・母親活躍の促進を図る為の体験＆交流支援事業の運用 静岡商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 富士大洋株式会社 1080101011763 マイクロフルートによるＳＤＧｓを意識した１００％リサイクル可能な段ボール容器の提案製造販売 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー株式会社 1080401010928 業務用電解除菌水生成装置の製造事業 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 富士市 株式会社ウエストトラスト・ライフサポート 5080101016866 多機能レンタルスペース付きデイサービス事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 磐田市 株式会社スカイ 9080401016595 構造躯体製造の強みを活かしたパネル製造事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ふじさん企画 2080101018832 事業継続への第一歩を踏み出し、成長軌道に乗るチャンスを掴む！ 武田　侑也

関東 静岡県 富士市 ヨネヤマサービス有限会社 3080102015860 フットサル上の運営 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社とらや 1080001008793 オン・オフライン融合による顧客体験の最大化を実現する新たな小売事業の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ウエスト１ 7180001064581 価格競争を回避するサウナ新設と、高齢ドライバーの雇用延長先の確保 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社協立 3080101000491 中小企業連合で挑む、クーラーボックス国内生産ＯＥＭプロジェクト 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ユーエス 4080401005636 精密板金加工技術を活かした医療機器向け板金パーツ製造による事業再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 静岡市清水区 丸長鍍金株式会社 2080001009139 意匠性の高い新たなめっき処理技術導入による住宅業界向けの新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 藤枝市 共和成産株式会社 2080001016374 ＲＦＩＤを活用した内装パネルの事業化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社エンドウ技研 8080001017210 大型金型の修理改造サービス展開による事業再構築への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社伊豆シャボテン公園 2080101013668 「伊豆に来なくても楽しめる」　創業６０年老舗動物園～動物ふれあうことで癒しという新たなサービスを提供する～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社長倉書店 6080102008507 伊豆の歴史・文学・自然を発信するブックカフェと泊まれる書店事業への展開 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社マクス 8080101009677 住宅用サウナの啓蒙販売による健康住宅の促進と地域経済の活性化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 チャンス株式会社 7080402018163 コロナ禍を乗り切るための歯のセルフホワイトニング事業への展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社マルモ森商店 1080001005031 茶業界のＤＸ推進を図るプラットフォームシステムのベース開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 袋井市 株式会社アート総合設計 1080401017824 水陸両用グリーンレーザードローン活用による新規顧客開拓 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社さんわ 4080001021505 お茶職人の焙煎・選別技術を応用したナッツ製造販売「緑茶」×「ナッツ」フードシナジー創出 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ルート 6080001009416 地域の顧客のために全力！販売会社がキャンピングカー製造に挑戦 大原　健佑

関東 静岡県 熱海市 株式会社ユトリエ 1010501043719 これからの時代に即したワーケーション合宿施設と、地域に根ざした喫茶店の運用。 畑下　典昭

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ゴールドクラブ 6080401021391 自社生産の野菜を使用した粉砕加工商品開発による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 株式会社イクト 8080401019038 太陽光施設建設における一貫対応の大規模化と測量データの活用事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 岸萬塗装株式会社 5080001014788 溶剤塗装からＳＤＧｓに配慮した粉体塗装への思い切った業態転換 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社天城カントリー工房 5080101014754 災害時も使えるオフグリッド型トレーラーハウスで体験する「河津まるごとグランピングパーク」事業 石渡　清和

関東 静岡県 御殿場市 株式会社ノースゲイト 7080101018019 労働者派遣業から教育業（フリースクール・個別指導塾の開設、教材及び指導法のパッケージ販売とコンサル）の実施 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社創源社 1080001012746 建築の内外装施工やデザインの知見を活かしたコンテナハウス販売事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社インターフェイス 2080102013320 設計業からコンテナ型シェアハウスの設計・施工・運営への進出！ 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 静岡市葵区 大五通商株式会社 9080001003077 地域資源を活用した体と心と環境にやさしい植物ミートの製造・販売展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大和工機 3080001003173 災害に強いショールーム兼オープンカフェスペースの活用をしたリノベーション事業への取り組み 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社浮月 6080001004540 日本庭園に新たな付加価値を与える花屋事業 中村　光太

関東 静岡県 沼津市 株式会社みらい建築工房 1080101020145 短工期で設置可能な建築用コンテナで構成される住宅の設計施工事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大野木荘 2080001017678 個人のお客様の声に最大限に応える高満足度旅館へのＲｅブランディング しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社入河屋 7080401010674 オーガニックをコンセプトに地域の魅力を集めた衣食住空間の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社ハギワラ 4080102014696 一般から職人まで自由に使えるＤＩＹコミュニティスペースの開設 富士商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 静活株式会社 2080001001987 ホログラムシアターを併設した複合エンターテイメント施設運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社マリン・スポーツ・オフィス 7080101009760 地域密着型未利用資源「うずわ」の冷凍食品化及び全国展開 小黒　耕太郎

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社小林ダイヤ 2080401005919 ＥＶ・ＨＶ車をターゲットとした自動車産業分野への参入 東京中小企業投資育成株式会社

関東 静岡県 富士宮市 有限会社佐藤商会 7080102017597 電気自動車（ＥＶ）総合ステーションの設立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 島田テクノロジー株式会社 9080001014553 高速スピンエッチング・乾燥による「レアメタルリサイクル装置」の開発 株式会社静岡銀行


