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事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 茨城県 つくば市 有限会社茨城リース 6050002020812 茨城県初の全天候型ドッグラン　愛犬と過ごすプライベートグランピング 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 トーヨーレンタカー株式会社 8050001019977 レンタカー事業から美容商材販売事業への大胆な業種転換に挑戦 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社レップ 9050001034018 発電事業者向けの太陽光発電システムのメンテナンス事業 依田　忠

関東 茨城県 鉾田市 大槻ハウジング 食品製造工場の設置によるレトルト食品製造への新分野展開事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 ミューチュアルサポート 感染リスクを排除した非対面による技能実習生向け法定講習事業の展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社味乃家 4050002004230 食肉販売業の許可を取得し、老舗焼肉店の味を全国に届ける事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社盛昭軒 5050002042196 下館ラーメントータルプロデュースによるサプライチェーンの構築 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社極 1050001035238 居酒屋と農業事業者が取り組むお弁当～イバラキ漁師メシ・農家メシ～ 大竹　貴司

関東 茨城県 坂東市 食彩ダイニング　シマムラ コロナ禍に於ける新たなブランドを使った移動販売事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 広域関東圏建設関連協同組合 9050005008125 建設業者のコスト管理を支援するための独自システムの構築 水戸信用金庫

関東 茨城県 石岡市 株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ 8050001041329 自社の強みを活かす！「動画製作及びプロデュース、管理によるコンサルティング」事業。 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 神栖市 有限会社鹿島自動車ガラス 4050002027066 体感型移動ショールームによる窓ガラスフィルム貼付事業の取組 座間　佳明

関東 茨城県 古河市 有限会社野澤鉄工 3050002024188 長距離トラックの重要保安部品分野への進出による低炭素化への貢献 古河商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社金光工務店 7050002015092 リアルとデジタルの融合、親子で楽しめるゴルフアカデミーの開校 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北茨城市 汐騒の宿暁園 「あんこう」が購入できる自動販売機を設置する新事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 湖畔の家ふくろう 「〈蔵に泊まれる〉をコンセプトとした低接触型・体験型民泊事業」 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ＰＩＺＺＡ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＯＴＴＯ アフターコロナ対応！ピザ店に加え、和惣菜販売事業を新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 桜川市 有限会社ヤマモト石材 2050002042843 外構工事のリノベーションによる新たな価値創出と収益事業の構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 植松タクシー有限会社 7050002020869 分離中継型配送システムによる高付加価値な本格ピッザの提供事業 市ノ澤　翔

関東 茨城県 牛久市 翔プランニング株式会社 4050001028296 コンクリート躯体補修の研磨技術を活かしたカーディテール事業への進出 松井　洋治

関東 茨城県 水戸市 株式会社インフ・ティーフォー 6050001001466 「インターネットテレビ局」（オンライン配信）事業に進出する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 株式会社秋山建築工房 7050001040645 建築職人の技を活かした自社ブランド「レジン家具」製造業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 潮来市 有限会社友商事 5050002028674 太陽光パネル洗浄事業の開始 水戸信用金庫

関東 茨城県 取手市 有限会社中家建材店 6050002036552 高耐震構造・基礎構造物の施工と分離受注システム導入による不動産分野への本格進出事業 税理士法人石橋会計パートナーズ

関東 茨城県 稲敷市 おお田や 新しい供養を提供する葬儀仕出し料理店が行う事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 株式会社茨城テック 1050001024728 フードロス解消！地球にやさしいオーガニック６次産業化へ進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 メイクファン株式会社 9140001101246 移動販売事業　大阪名物”いか焼き”キッチンカーでみんなを元気に！ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 リーフマッサージ治療院 女性ホルモン・自律神経に強い整体事業を活かした、セルフエステ事業の展開 増田　考邦

関東 茨城県 水戸市 株式会社東永希工 8050001041601 男性客メインのエステサロンの新規開設とＥＣショップ構築による美容業への参入 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社森正工業設計 9050001023788 独自開発したペット用品の量産体制構築のための環境整備 日立商工会議所

関東 茨城県 桜川市 株式会社西岡本店 4050001031770 蔵元直販売店のオンライン連携によるシンガポール・香港市場開拓 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ドラゴン 創業２０年を超える本格的なラーメン店の味を屋外で楽しめるキッチンカー事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 有限会社鹿角工業所 7050002030389 生産性向上に向けた治具製造を担う「治具マイスター」事業の開発 茨城県信用組合

関東 茨城県 筑西市 ＨＡＩＲ’ＺＡＣＫ 地域農業に貢献する洋菓子と高齢者向けスイーツの開発・販売 下館商工会議所

関東 茨城県 日立市 株式会社ｉトピア 3050001045301 日立市河原子海岸、復興へ活力！コミュニティ創出するカフェ開業へ 税理士法人ＴＭ総合事務所

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社エム・ディー・エス 3050002017290 配合技術を活かした医薬部外品の製造及び海外シェアの獲得 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＭＩＣＥ 4050001017539 ホテルの遊休地を活用、ハイエンドなグランピングコテージ運営事業 マーキュリー株式会社

関東 茨城県 下妻市 有限会社吉田商事 3050002017233 本格イタリアンレストランが手掛けるテイクアウト専門店への進出計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社としまや 6050001024260 高級旅館としまやブランドと地域連携によるグランピング新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 高萩市 有限会社五浦ハム 7050002032022 ハムのスペシャリストが提供するアイスクリーム・冷凍食品・惣菜等への進出計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社岩井流通サービス 1050001014365 地方卸売市場と生産者の協業による新たなビジネスモデルの確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社つくば食品 3050001018851 ＯＥＭ調味料製造業から自社ブランド・レトルト食品製造業へ進化！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡城里町 株式会社いわぺんグループ 8050001038498 塗装業の強みを活かした「低感染リスク型焼肉店」の開業 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社アサヒ製作所 3050002018280 コロナ禍でも市場が拡大する産業用ロボット部品市場への進出 株式会社エフアンドエム

関東 茨城県 つくば市 株式会社トキワセーフティーステップ 5050001049655 次世代のシステム吊り足場を利用した足場設置工事事業への新規参入 山井　雅嗣

関東 茨城県 水戸市 共同測量株式会社 9050001000829 日本の港湾を、マルチビームソナーを活用した「測量」の力で守る 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂市 株式会社三現 8050001034530 空家のリフォーム、人への再教育で水戸・ひたちなかを輝く街に！ 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社深谷商事 9050002043018 後世と地中にクイを残さない　とび業者の杭抜き工事への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 神栖市 株式会社クレスト 5050002027973 ゴム残渣の収集運搬及びゴムチップへの加工と輸出販売 座間　佳明

関東 茨城県 久慈郡大子町 袋田食品株式会社 5050001026935 観光需要から介護需要対応へ。日帰り温泉施設を、地域で待望の介護施設に改装する。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社セレモニー桒名 6050001027081 除菌や殺菌・三密に配慮した遺体お預かりビジネス業態の確立 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 鉾田市 株式会社日向創建 1050001041962 鉄骨専用ＣＡＤ導入による鉄骨とび業から設計サービス業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 神栖市 株式会社ａｇｒｉ　ｎｅｗ　ｗｉｎｄｓ 8050001034456 ６次化産業営農家が先端技術で挑む農泊ワーケーション事業 村田　良一

関東 茨城県 つくば市 株式会社オーガファーム 6050001037213 障がい者の強みを引き出す、「つくばネギ」ブランド加工食品の製造・販売 水戸信用金庫

関東 茨城県 行方市 株式会社大志 4050001027166 行方ブランド干し芋生産による雇用安定化と農業担い手問題の解決 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 有限会社三吉電器工業所 5050002031463 制御盤製造メーカーによる電力用幹線設備生産事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 古河市 株式会社三和食鶏 4050001019130 旨い・栄養価が高い親鳥の命で紡ぐ、人と飲食店を健康にする事業 結城信用金庫

関東 茨城県 笠間市 株式会社三陸観光 9050001008137 巣ごもり需要により市場が拡大する物流アウトソーシング事業への新規進出 株式会社常陽銀行
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事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 茨城県 日立市 スターエンジニアリング株式会社 8050001023285 キャッシュレス決済対応ＲＦＩＤタグの製品化
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機

構

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社クリスタルプラザ 4050001006723 勝田駅徒歩０分、ホテルでワーケーションビジネスへの新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 神栖市 株式会社鹿島トラステック 2050001036994 上海などの海外で大人気の盆栽に使用する赤玉土の輸出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北相馬郡利根町 ＲｅｄＲｕｂｙ株式会社 1050001039866 エンジン内燃機再生技術による事故車再生工場への転換事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーワークス 7050001040967 アフターコロナのニーズに応えて、空き家問題の社会課題を解決 白川　淳一

関東 茨城県 桜川市 株式会社小森 7050002043110 生花店向けコンサルティングサービス「フラサポ事業」の新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社リモデル・プロ 3050001046068 空き家を活用したＩｏＴ創畜発電リノベーションハウス開発と販売促進 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 那珂郡東海村 有限会社オートランド東海 7050002007065 自動車販売・整備業からレンタルキャンピングカーへの新分野展開 幡野　康夫

関東 茨城県 土浦市 カルチャー食株式会社 3050001024981 フルーツサンドの文化を関東へ！居酒屋から中食への業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂市 木内酒造合資会社 9050003000471 ノンアルコールクラフトビール事業への参入による世界戦略 増山　英和

関東 茨城県 鹿嶋市 ビスミラ株式会社 1050001045716 鹿嶋市への移住定住を促進するワーケーションと宿泊事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 常総市 しあわせドットコム合同会社 5050003002694 不動産管理業から所有する農地を活かした６次産業への転身 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社古室製作所 9050001027087 複合加工機導入による精密・高精度加工部品分野への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 関東道路株式会社 2050001031384 『ソーラーパネルリサイクルプラットフォーム』の展開による環境ＤＸの実現 下館商工会議所

関東 茨城県 牛久市 和伊ん亭 自社の強みを活かす！業種転換「弁当製造・販売及び冷凍食品」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 ひたちなか市 合同会社Ｒａｔｅｌｌ 5050003005037 アフターコロナ！入浴特化デイのノウハウを活かす新分野「個室サウナ」の展開と経営革新 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 桜川市 株式会社たばやし 7050002043416 アフターコロナを見据えたカフェ併設型フィットネスジムの展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 笠間市 有限会社鍋屋本店 1050002010314 地域産品を使った全く新しい名物づくりで観光客をＶ字回復 松田　裕

関東 茨城県 桜川市 株式会社大和ホースパーク 7050001032865 アウトドア需要増を捉えたＳＮＳ映えする自然豊かなキャンプ場事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 有限会社光琳堂 8050002044082 コロナ禍の遠隔参列ニーズに対応するハイブリッド葬サービス展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 藤間鍍金工業有限会社 8050002042425 高精度な無電解ニッケル鍍金製造体制構築によるロボット・家庭用プリンタ需要獲得事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 アオハル不動産株式会社 6050001043112 仕事も観光もお任せ！自宅の様な居心地のよさを追求した簡易宿所 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 下妻市 本橋産業株式会社 7050001013436 液体充填スペシャリストとしての新分野への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社吉田石油 5050001010039 認証工場の認可取得による車検・整備への新規参入、及び販売事業の展開による事業再構築計画 牛腸　真司

関東 茨城県 つくば市 株式会社トーネジ 9011801003157 新設備導入によるラグスクリューボルトの生産と、新市場への参入計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社つくば精工 1050001010158 市場成長が見込まれるトラクター・トラック部品製造への進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社サザコーヒー 5050001006771 地元農産物を使用したオリジナル石窯パンの「テイクアウト専門店付自社製造工場」の新設事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 ジーシステム株式会社 7050002014094 ３Ｄバーチャルショッピングモールを開設して、茨城県内企業の魅力を発信する事業再構築計画 牛腸　真司

関東 茨城県 土浦市 株式会社第二映像企画 4050001045201 最新映像技術とストーリーを融合した新しいフォトブックスタジオ 大竹　貴司

関東 茨城県 水戸市 株式会社ヴィオーラ 3050001000462 介護市場を対象とした高齢者向け私物クリーニングサービス事業の新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社ＳＰＣ 6060001027089 コロナ禍でも世界のゴルフ場を体験できる「２４時間無人インドアゴルフ」 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 茨城県 守谷市 有限会社泉屋食品 2050002036829 魅せましょう、親鳥のチカラ！社会を変える弁当・惣菜製造販売事業計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社ジェイウィング 2050001009323 フィラー入りのマスタバッチ製品「ハイフィラーＭＢ」製造に新規参入する、自社の技術力を生かした事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社渡辺製作所 8050001018582 自動車用部品製造から新分野である医療・ロボット・ＥＶ分野向けモーター部品電磁コイルへの進出 安喰茂

関東 茨城県 水戸市 茨城県大同青果株式会社 7050001000194 食品卸売市場業向け販売管理クラウド開発によるＤＸ促進プロジェクト エー・アンド・パートナーズ税理士法人

関東 茨城県 下妻市 株式会社柴木材店 3050001013332 木のぬくもりを感じるオフィスの木質化リノベーションと家具製造販売 御堂筋税理士法人

関東 茨城県 行方市 有限会社フジ工業 6050002029127 最新設備の導入による「新分野・新商品開発」と特定品目依存からの脱却事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ＦＩＥＬＤ－ＬＩＦＥ． 8050001039141 さつまいも王国！茨城県！さつまいも特化型セントラルキッチン事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｃ－ｃａｓｔ 7050001043994 地域初！【コイン】ではなく【キャッシュレス】ランドリーの展開 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社枝興業 3050002042891 食料品加工の新体制構築！無洗米とグルテンフリー需要の新規獲得事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 石岡市 有限会社なみき 6050002015688 地産地消型の高品質ＷＡＧＹＵ焼き肉店への転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社呼子鉄筋工業所 4050001020402 地方に拡がるチャンスを掴む！遠征体制による特殊鉄筋工事の新展開 銚子信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社忍成 5050001037429 つくば発！民間一般住宅向け造園・外構工事への事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 笠間市 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 コロナ禍でも強い体験型日本酒文化複合小売施設＂ｌｏｃａｂｏｉｒｅ　ＩＳＯＫＵＲＡ”整備事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 有限会社鈴木合成 9050002039783 スーパーエンプラ生産技術開発による、建築資材市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社ヤマナカ 6050001032701 中小企業の自動化・少人化に貢献する無人搬送車の開発および製造 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社フィールドワークス 3050001005676 高品質なサツマイモ加工品を製造し、低価格で販売する計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社マイステック 6050001023642 特殊材加工・難加工の独自技術を活かした２つの新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社カズ 6050001018667 先端的ＷＥＢマーケティングで取り組むアウトレット家具販売事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 東茨城郡大洗町 大洗お魚天国株式会社 9050001007824 大洗町のお土産物販売と鮮魚卸売りへの新規参入を通じた地域創生計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＪＩＭリノア 6050001037221 平時も使える「核・防災兼用マルチシェルター」の企画製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 古河市 株式会社ブルマイン 8050001033788 当社既存事業の強みを活かした、マーケティングに基づく新規美容室への参入事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社ＭＩＸ　ＹＡＲＤ 1050001038133 輸出入が制限され物流業が落ち込む中、自動車修理、販売で国内市場を活性化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社ＢＵＳＹＢＥＥ 3050001038346 新たなスタイルのドッグランカフェ設置による地域コミュニテイの創造計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社プライムクリエイト 1050002002848 残土処分場への進出による事業基盤強化と災害復旧貢献の両立 畠山　佳樹

関東 茨城県 鹿嶋市 かしま整骨院 茨城県整骨院の新分野展開によるコロナ対応型デイサービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 とよ長 飲食店からの冷凍調理食品製造業への業種転換 茨城県商工会連合会
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関東 茨城県 水戸市 有限会社アークコーポレーション 1050002006469 ライフスタイルホテルへ業態転換。「小上がり」のあるテレワーク個室の提供。 水戸信用金庫

関東 茨城県 笠間市 有限会社きらら館 4050002010105 アフターコロナを見据えた伝統工芸品店が手掛けるマルシェ事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 冷水酒造株式会社 8050001011827 旧酒蔵を改装したカフェ・バーとコミュニティスペースの運営 伊藤　圭佑

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社水屋 4050001033940 地域の観光資源を活かし雇用を創出する宿泊事業への新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 常総市 鈴木自動車 ＳＮＳを活用して整備状況を見せるパーソナル志向の自動車整備工場の設置 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 下妻市 株式会社メッカ 7050001013543 レーシングカーの整備を滞在型でスマートに！筑波からの挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ニジイロ 8050001045263 生活介護日中支援事業施設「心の葉　―　コトノハ」の開設 市ノ澤　翔

関東 茨城県 筑西市 株式会社ティエムハウジング 4050001032380 地域の空き家問題解決！建設機械導入による解体業への参入！！ 結城信用金庫

関東 茨城県 つくば市 やまびこ弁天 つくば発デジタルうどん革命！高品質冷凍うどん製造業への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社かね㐂 9050001009267 最新冷凍設備の導入による、冷凍寿司のＥコマース事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 笠間市 株式会社マルフジ 1050001034215 県内初！一日葬・火葬式専用式場での現地参列とオンライン参列の混合葬儀サービスの実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 Ｏｐｔｅｃｈ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 3050003004247 １０ｍ先を１００ｕｍの精度で計測可能な「次世代Ｔｉｍｅ－ｏｆ－Ｆｌｉｇｈｔ」による新産業創出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 フィル株式会社 7050001033698 コンビニ人材不足の救世主になる！「バイトラベル」で新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 株式会社川又商会 6050001012876 農業機械販売・修理業における経営資源を活用した「草刈機専門ショップ」開業計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社光テック 1050002004869 自動車輸入・小売業から軽自動車車検用の検査調整業務への新分野展開 畠山　佳樹

関東 茨城県 那珂市 株式会社ウィット 8050001004582 ＣＮＴ樹脂フィルムと炭素繊維による高機能複合材の製品化 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社庄七農園 5050001048896 原料生産から加工、販売まで。うちげの芋で作った自慢の干し芋事業！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 星光工業株式会社 4010401015410 ファイバーレーザーを用いた業態転換、高付加価値鋼材製品の創出 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 茨城県 日立市 株式会社大貫工業所 4050001023041 金属プレス工法転換によるＥＶ，ＦＣＶ，ロボット用金属部品への新分野展開 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 水戸市 有限会社永井製作所 6050002002380 顧客ニーズ把握力を活かした障害者の方向けの訪問介護・事業への新規参入 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社ミトリカ 5050001002589 光学接着の技術を活かした半導体製造用石英ガラス部品の製造 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 技研プロセス有限会社 8050002012626 特殊フッ素コーティング・シンク製品製造による住宅設備市場への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社飯田製作所 5050001014691 生活インフラに安心・安全を届ける製品開発メーカーへの再構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 土浦市 花市場 生花・加工花小売業への業態転換。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 ビッグオート株式会社 4050001002128 組織再編による経営スリム化と水性専用鈑金塗装工場新設・新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 鉾田市 株式会社荒佐 5050001022455 農業用パイプハウスポリエチレンフィルム開反加工の製造業新規事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダイイチ・ファブ・テック 3050001003151 ５軸マシニングセンターを活用した半導体装置部品への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 ＡＫＡＴＳＵＫＩ株式会社 6050001016456 茨城県大子町で行う認知症対応型グループホーム等の介護福祉施設開設事業 澁谷　宗紀

関東 茨城県 水戸市 茨城店舗設備株式会社 1050001000274 「干し芋製造設備販売から、自社で干し芋を製造するメーカー事業への参入」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷市 株式会社きうち農産 2050001043099 生産工程を一括管理した自社ブランド米のＤｔｏＣによる直販事業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社辰野組 3050001047693 プロの鳶職人プロデュースによるボルダリングウォールの設置工事とレンタル事業、ならびにクライミングジムの運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社茨城県民球団 5050001043121 プロスポーツチームのノウハウを活かした地域健康促進事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 ＢＬＯＳＳＯＮ株式会社 8012401025641 スポーツ特化型学童保育への新規参入による事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 茨城県 筑西市 有限会社田中商事 1050002042241 駅前立地を活用したお好み焼き店から洋菓子等販売店へ新分野展開 下館商工会議所

関東 茨城県 石岡市 株式会社長谷清 8050001011802 貸火薬倉庫業シフトのための火薬倉庫管理体制の高度化とその販路開拓の実行 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

関東 茨城県 稲敷郡河内町 高橋自動車商会 自動車整備事業者が顧客の待ち時間を活用して付加価値向上を狙うカフェ事業 佐原信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社創和工業 4050001023306 製造開発体制のデジタル化によるモジュール化された半導体めっき装置の製造開発 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 有限会社茅根製作所 2050002035715 新分野への進出に既存チャネルを活用する事業計画 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社小太郎物産 9050001043497 店舗の新規出店及び自社商品の内製化 水戸信用金庫

関東 茨城県 笠間市 ｐａｎｏｒａｍａ． エステリラクゼーションサロン併設美容室及びレンタルサロン事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 株式会社アロウズ 3050002043469 建設廃材を中心とするリサイクル業への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社セカンドアースエンターテイメント 6050001037254 オリジナルクラフトビール『日立麦酒』の自主製造体制の確立とネット販売による事業拡大 株式会社ライトアップ

関東 茨城県 笠間市 松栄鮨 世界基準、高級・本格志向、個室提案型ＳＵＳＨＩレストラン 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社Ｋ＆Ｋ 6050001024772 イノシシ肉の処理施設及びジビエ学校の運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 Ｃｏｓａｊｉ 「外食」「中食」の在り方を変える、地産地消の新「食」サービス展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社登里信 6050001003223 時代の変化に対応する販売及び生産プラットフォームの再構築 水戸信用金庫

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社まるつね 6060001017313 乾物卸売業からアスリート向け「有機ほしいも」カフェ・直売事業への転換 谷田部　智子

関東 栃木県 佐野市 有限会社スプートニク 5060002040637 ヘッドスパとセルフエステによる非接触型エステの併設店舗　新規開設 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社金上 1060001020288 駅前で米、農道で米、通販でも米 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 ドリームロード道夢 コロナ下でのラーメン店再生～地域に根差す癒しの伝道者として 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 栃木市 有限会社マキノ 9060002032630 『遊休資産のコワーキング・レンタルスペース化による新収益事業の開始』 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ヤスノプランニング 6060001026322 オンデマンド・スマート印刷製本機の導入による新商品サービス分野への展開 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社トイボックス 5060001017495 蔵の街嘉右衛門町での着物レンタル及び体験型観光プランの販売事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 栃木県 栃木市 有限会社Ｎ．Ｍ．Ｓ 5060002032808 カウンセリングであなたの心の痛みをサポートします 栃木商工会議所

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社池田屋商店 2060002013711 ＥＣ販路開拓に特化した「ギフト用ビン詰あんこ・冷凍あんぱん」の新規製造・ＥＣ販売事業の展開 スズカ税理士法人

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社ＡＳＫ　ｈｏｕ’ｏｌｉ’ｓ 4060001031316 陸から水へ！水中での溶接加工事業への挑戦 大阪シティ信用金庫

関東 栃木県 那須塩原市 合同会社フォーアイコンサルタント 5060003003601 ノウハウ活用で新規サービス開拓。ＩＴコンサルタントからＩＴ教育へ 大田原信用金庫

関東 栃木県 日光市 株式会社旅館若竹の庄 9060001008722 食事処バリアフリー・個室化による高齢者・障害者・外国人受入れ販路拡大 日光商工会議所
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関東 栃木県 小山市 有限会社オバタ 8060002031286 新調理法と最新冷凍技術を融合した地域特産商品の惣菜製造の事業化 トキワコンサルティング株式会社

関東 栃木県 佐野市 ブーランジェリーモノガタリ 冷凍パン開発販売と飲食業進出による事業再構築 佐野商工会議所

関東 栃木県 足利市 大塚実業株式会社 3060001018405 空気から水を生成し水不足を解決する社会貢献事業 水上　邦男

関東 栃木県 宇都宮市 原宿屋 猫カフェでテレワーク、宿泊もできるシェアオフィスへ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社トライ 9060002006691 ビジネスホテル業と融合するサウナ事業及び立ち食いそば・うどん事業への進出計画 税理士法人袖野会計

関東 栃木県 宇都宮市 わざあり整骨院 出張型車内整体マッサージ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 プロポーション 女性をもっと輝かせたい！キャバクラ店が強みを生かして美容エステ店へ華麗に業種転換！ 惠美須丈史

関東 栃木県 栃木市 ケイテック 需要の減少するテレビ等のアンテナ設置・修理工事業から供給が不足する左官工事業への転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ファミリーｊｐｖｎ 3060001030269 ベトナム料理のランチ・移動販売による事業転換 東　健司

関東 栃木県 佐野市 株式会社丸商 7060001007222 ＳＤＧｓと地域活性を意識した女性支配人のオートキャンプ場 佐野商工会議所

関東 栃木県 下都賀郡野木町 尾花　優 日本チャンピオンであるパーソナルトレーナーが健康に有用な食事を提供する 森藤　啓治郎

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 さくら整骨院 育児ママたちの心と体を整え職場復帰を応援する産後ケアサロン開設計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社ライスターコーポレーション 7060001030273 プログラミングを使い英語で考え発言する力を日本の子供たちに 向原　俊之

関東 栃木県 塩谷郡塩谷町 サロンドニッコー 女性の一生の思い出を世界遺産日光の歴史自然と衣装で彩るフォーマルレンタル事業立ち上げ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 グローバルウーシュウ有限会社 5060002011679 太極拳の元世界チャンピオンが挑む新たなパーソナルトレーニング事業 税理士法人児玉税経

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社Ｎ 3060001032546 コロナ禍に対する、先端療育ツールを活用した放課後デイサービス事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 さくら市 有限会社荒山製作所 5060002012446 最新複合旋盤の導入による医療機器部品への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社キヨーワ 3060001001410 日本初のショットブラストを導入、超大型Ｈ形鋼の一貫加工体制の構築 マーキュリー株式会社

関東 栃木県 小山市 有限会社スワ鋼業 6060002028631 ＡＩ技術を活用した配送計画立案・業務報告支援システムの開発 高崎文秀

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ジウ 5060001025770 希少価値の高い植物を扱う卸売業者が直営の小売店に挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社山水閣 9060001011775 老舗旅館が地場産品にこだわった日本食レストラン新設でＶ字回復に挑む！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 タテノ産業株式会社 9060001027169 自動充填包装ロボットラインの導入による流通加工事業への新分野展開 佐野信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 徳原工業株式会社 8060001010539 半導体製造装置用の高精密軸受部品への挑戦、自動車産業で培った高度技術と量産体制の活用 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 大田原市 有限会社ホテルタマノ 4060002025630 住みたい街　大田原へ！コインランドリー＆冷凍食品販売で地域貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 矢板市 株式会社レーベル 4060001013628 学習塾の在籍者数が減少したことにより生じた余剰スペースを活用した学童保育事業 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 足利市 オグラ金属株式会社 8060001018425 顧客のニーズに合わせたオーダーメイドの省力化機器及び試作品の開発販売 株式会社東和銀行

関東 栃木県 佐野市 山越化成工業株式会社 6060001029878 時代が求める廃プラスチックをリサイクル材料にする新分野へ挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 ケーズ株式会社 6060001031660 強みを活かし、コロナ禍でも安定した福祉車両販売への新分野展開 小峰　俊雄

関東 栃木県 大田原市 有限会社アチーバ 6060002026701 製造業に参入！　サスティナブル材プラスチック製品の生産にチャレンジ！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 矢板市 ホテルウェリィスミヨシ 矢板市の観光資源を活用したサイクリングカフェによる新分野展開 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社フリーフライト 6060003002453 「宴会スペースを寮に改装」飲食事業者の不動産賃貸業への展開 フィネスコ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 東都工業株式会社 4060001022728 航空機部品製造から半導体製造装置部品製造への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社さいか 6060001027709 調剤薬局と介護福祉施設のコラボレーションによる、地域福祉への貢献 株式会社ガイア・プロジェクト

関東 栃木県 日光市 有限会社加藤精密 1060002014776 パンチレーザー複合加工システム導入による半導体製造装置・医療機器業界への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社ＭＩＳＳＩＯＮ 7060001026098 乗用車整備業から輸送用コンテナ塗装業への事業転換 税理士法人あおば

関東 栃木県 足利市 株式会社田部井工業 1060001027176 省エネ軽量鉄骨事業に新分野展開し、売上のⅤ字回復を目指す。 小峰　俊雄

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社入沢建装 9060001026666 現場の経験から得たニーズを活かし、部材の販売事業へ業種転換 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社相馬食品 2060002023099 飲食店向け販売から一般消費者向け販売への大転換に社運を賭ける 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 那須郡那須町 ペンションペーパームーン ペンションから低感染リスク型コテージへの事業転換 佐藤　秀紀

関東 栃木県 矢板市 株式会社ハナツカコンストラクション 8060001013418 林地残材を利用した持続可能な木質バイオマス発電用チップの製造事業 大田原信用金庫

関東 栃木県 栃木市 株式会社ユーテック 2060001023447 ボウラーのフィットネス強化と太田市民の健康増進のためのトレーニングセンター設営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 油伝味噌株式会社 4060001016176 老舗味噌蔵が挑む、クラフトビール醸造所による事業再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社パインテック 2060001032910 切削から研磨までの社内一貫工程の実現による油圧機器向けの新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社ＳＯＧＡ 6060001019458 脱炭素社会実現に貢献する廃熱回収型空調機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 栃木県 那須郡那須町 有限会社アン・ボーテ 6060002021859 コロナ下の連携事業～那須高原初の本格派台湾料理店開業に挑む～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 那須郡那須町 佐藤悦夫 プロアスリートがプロデュースし直接指導する、自転車を主としたフィットネスジム、レンタルサイクル、カフェ事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社しばた工芸 6060001002190 デジタルものづくりによる大型看板の生産性向上と新製品投入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 栃木小松フオークリフト株式会社 3060001002945 物流キーデバイス活用によるサブスクリプションサービスの構築 桜内　文城

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社奥田製作所 7060001010259 国家の命運を握る半導体製造装置産業向け大型アルミ部品加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社大平工業所 6060002033185 新製品「機長３メートルのコンベヤー」の投入による売上の拡大 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社アーリス 3060001010774 歴史的建造物を使った街おこしの一環としての「まちの駅」進出事業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社瀬谷新聞店 6060001010994 鹿沼市の地域活性を実現するカフェ、レンタルオフィス、食品宅配事業の展開 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 大田原市 有限会社フタバ運輸 3060002026431 杣人の若返りとグリーン社会実現への貢献！山林環境改善事業の創設 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 佐藤精工株式会社 6060001010425 製造設備部品の中仕上げ加工開始および小型部品等加工の内製化 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社打つ手は無限 8010401101652 アドラー心理学をベースとした親子共育型インターナショナル幼児園の事業展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 酒菜膳忍 弁当の製造・販売・配達事業をメイン事業とするハイブリット型店舗への事業転換 足利商工会議所

関東 栃木県 足利市 常盤自動車株式会社 9060001018936 普通自動車整備工場が新たに大型車の整備事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社秋櫻コバヤシ 4060002018312 過疎地域の老舗葬儀店が挑む新事業。大切な家族としてのペットの葬祭事業 税理士法人児玉税経
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関東 栃木県 大田原市 有限会社泉田自動車販売 3060002027512 高齢者と障がい者福祉事業による再構築計画 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社やまびこ 2060002015922 自社製粉製麺工房の設置とテイクアウトを含めた和風カフェの新設による個人旅行客の取り込み 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社愛和企業 8060001000267 ビジネスホテルの資源を活用したレンタルスペースの運営事業 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 真岡市 カネキ株式会社 5060001009286 最新式ロートラス付レーザー加工機による３次元形状加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社グリーンウィーク 3060001028585 バイオマス燃料プラント構築でバイオマス燃料（木質チップ）の製造・販売事業 小林伸行

関東 栃木県 鹿沼市 シスコンハウス株式会社 9060001006817 アウトドア派移住者への『自然と密接な暮らしの環境』提案事業の新規展開 斎藤　秀樹

関東 栃木県 小山市 株式会社ドリームキーパー 3060001022670 目的別個別指導型パソコンスクールの開校への事業参入 足利小山信用金庫

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 アインズ・ＥＲＣ株式会社 9060001009159 半導体製造に貢献するエアフィルター製造事業の開始！ 高橋邑伍

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ソフトクリエイト 4060001028279 トラックから子供を守る管理システムを開発し安全な社会を目指す 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 ＦＡＢＩＯ株式会社 4290802018257 非接触型テイクアウト専門店 税理士法人古賀会計合同事務所

関東 栃木県 さくら市 有限会社五十嵐造花店 9060002012467 思い切った新分野展開　葬儀屋が行う企業向けクリ－ニング事業 岸　広

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社アムシス 4060001022620 「高精度加工のコンサルティング・測定サービス」の新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社アダチ産業 9060001028472 ３次元レーザー加工機導入による鋼材加工工事業の事業化の実現 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社渡辺製作所 3060001019378 新たな熱交換二重管製造によりカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に貢献する みらい社会保険労務士法人

関東 栃木県 宇都宮市 バーンストーン株式会社 1060001003656 観光資源を活用したカフェの開業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社食べある記 9060002005941 餃子とチタケの自動販売機による販売で郷土料理を手軽に家庭に届ける 石田　信行

関東 栃木県 佐野市 佐野自動車工業株式会社 2060001020378 最先端ファイバレーザー加工機導入による新規アルミ事業の立上げ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ファーマーズ・フォレスト 4060001007225 プラットフォームビジネスに参入し、業界初ОМО型デジタル地域商社へ事業革新する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社並木工務店 4060002016398 地場農産物を活かした「蔵カフェ」と「ＥＣ販売」への新規参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社明宏製作所 2060002008926 高精度且つ大型金型の製作による次世代自動車分野への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社イシハラ 5060001018304 スマートビルディング用鉄骨製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 栃木県 佐野市 株式会社エフアンドエフ 4060001020252 調剤薬局が提供するヘルスケア事業：健康チェックビジネスの新事業展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社パン・アキモト 4060001011722 コロナ下の工場再編～地域のハブとなる防災拠点の構築を目指す～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 宇都宮市 オフィスイノクチ コロナ禍でも安心して来院可能な歯科医療機関の設立 岸　広

関東 栃木県 足利市 有限会社若林自動車商会 5060002037740 ＢｔｏＢを対象にしたガラスコーティング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 株式会社三光製作所 2060001001799 不織布加工業界の刃物研磨内製へ高精度刃物研磨機開発 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 真岡市 株式会社オレンジ 2060001031053 特殊鉱石を利用した新感覚焼き芋「スイーツ焼」の製造販売による収益源の多角化 小川　修

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社大友 1070002028445 個人向けおしゃれえオーダーエプロンの製造とＥＣサイト販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社橋本商事 2070002030532 前例のないＲ２００曲げ加工技術開発による半導体分野への進出 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 美容室ＺＥＲＯ コロナ禍と人口減少に対応する新たなエステサロン事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社適塾 8070001007749 プレミアム学習サービス付放課後児童クラブの創設 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社清水商事 3070001007217 地域のお客さまのデジタル化推進のための動画作成サポート事業 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 桐生市 エステサロンデコ 最新機器導入によるエステサロンの業態転換計画 桐生商工会議所

関東 群馬県 太田市 ＰＲＯ－ＳＴＥＰ株式会社 9070001028785 足場工事業から舗装工事業へ進出計画 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 群馬県 太田市 株式会社ＺＡＰ 9070001028983 ポストコロナ型脱毛専門店の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社なか川食品 5070002036056 日本料理がプロデュース、離れ貸し切りの焼肉店の出店 高崎商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 Ｖｅｇｅｔａ株式会社 6070001036444 農家が運営する焼肉事業の展開と野菜加工品の開発・販売による６次産業化の推進 山田　圭佑

関東 群馬県 桐生市 清水勇 高品質の道路雑草工事支援サービスの提供 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 大黒家 寿司職人が目利きする高品質の鮮魚店で健康社会と食品ロス削減に貢献 高崎信用金庫

関東 群馬県 太田市 アロマイル 訪問型健康管理サービスの提供による健康増進・疾病予防事業 太田商工会議所

関東 群馬県 館林市 かなで商店 持ち帰り専門の唐揚業態への進出による経営安定化を目指す 館林商工会議所

関東 群馬県 前橋市 大澤住建 地域の潜在的ニーズに応える不動産事業の展開及びそれに伴う業務改善計画 しののめ信用金庫

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社羽鳥製材所 1070002027372 群馬初！フルオーダーメイドのテレワーク用木造コンテナハウス販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社コミュニケーション 8070001005091 ２０～４０代女性（単身＆子育て世代）への冷凍イタリアン通販事業 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 アイリーオン アウトドア会社だから提供できる、湖畔で四季を楽しむキャンプ場 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 バンフーズ株式会社 1070001035351 お店の味を食卓へ、自動販売機による販売を展開 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 合同会社デイグライブ 5070003001835 キッチントレーラー導入によるオリジナル食品の移動販売及びＢＢＱのケータリング事業 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 前橋市 株式会社やる人 4070001036322 やります！新たに洋菓子店進出による㈱やる人、売上Ｖ字回復事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社ドリーブ 3070001029896 サポート重視で継続できる「心の健康」オンライン講座 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社プレジャーカンパニー 9070001029338 居酒屋から障がい者就労支援のうどん店と高齢者配食事業へ しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 パン工房ＳＹＡＴＯＡ ～パンで地域と障害者を笑顔に～（ノーマリゼーションの実現をパン屋として目指す。）　就労継続支援Ｂ型事業所　運営事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社フードビート 8070001029768 新型コロナウイルスなど未曾有の事態に負けない地域内消費の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 レストラン　エキリーブレ 飲食店とユーザーを繋ぎ料理に関する悩みを解決するオンラインプラットフォームを構築する 高崎信用金庫

関東 群馬県 前橋市 有限会社群馬共同映画社 5070002001745 独立系ミニシアターの新規顧客獲得にかかる独自イベントの創出 前橋商工会議所

関東 群馬県 みどり市 居酒屋呑々 国道１２２号線の新名物「飲めるティラミス」の移動販売開始事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社アティック安武内 4070002000302 最難関大学入試受験指導の『映像＋対面』ハイブリッド型の新しい塾創設事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 合同会社ＳＵＮ・ＰＬＵＳ 8070003001626 スポーツ関連の小規模事業者に向けたセールスプロモーション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 前橋市 基本ゼミ 国策であるⅮ✕推進に対応するためのオンラインスマホ教室 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 筆塵社 絵画図録、マンガ書籍および海外作家とのコラボレーション書籍の出版事業 天野　智章

関東 群馬県 前橋市 青果ダンボール株式会社 7070001001793 広告入りダンボールとソーシャル型共同購入サイトの構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 共栄精機株式会社 8070001019083 成長業界である半導体製造装置・医療機器業界参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ 8070001035023 体験型エンターテイメントレストラン、ケータリング事業への事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 ウーシ 別荘の清掃管理事業から非対面型の直営コテージ経営への業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 小幡接骨院 柔道整復業から放課後等デイサービスへの事業転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 株式会社Ｌ＆Ａデバイス 7070001018490 竪型射出成型機による、面ファスナーと樹脂の一体成形事業 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 吾妻郡草津町 松乃井旅館 好立地の遊休施設をラーメン店に改装し新分野展開で売上拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社プレック 7070002004705 空き家を活用したＢｔｏＢ向けサブスク型簡易宿所事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 渋川市 株式会社ｆａｒｍ　ｌａｂ 3070001027314 農業法人の収入を安定させるバイオマス発電システムの導入提案 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ババテック 4070001014617 レーザ加工機の導入によるハイテク関連事業への進出とＶ字回復の実現 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 株式会社アールフレイム 4070001002118 吹付断熱工事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社金城商会 9070001012384 コスト増に悩む運送事業者が荷主に対して提案した増収策 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社モテギ 2070001020237 大型自動車用パイプ切断事業に参入し事業継続化を図る 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社トネガワ 6070001019829 リフォーム向け金属屋根とパネル連結フレーム製造等の新分野参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 藤岡市 藤岡温泉ホテルリゾート株式会社 1070001029106 温泉旅館から、家族で楽しめる非接触型温泉テーマパークへの転換 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 藤岡市 サンヨー株式会社 2070001012416 ゼネラル・アビエーション市場のレシプロ機用ピストンエンジン部品の製造と供給事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社細谷フードファクトリー 2070001035912 緊急時も対応。地元にフードファクトリーを新設して始める高齢者向け給食・お弁当事業。 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社砂永樹脂製作所 3070001019518 ホットランナー金型を用いた複合成形によるＦＣＣ－ＡＳＳＹの提供 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社タクモ 1070001034840 持ち前の研磨加工技術を活かし未経験の素材の蛍光体研磨加工に挑戦 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＭＭＪ 4070001014443 低価格で高品質な乳製品製造業への進出で実現する生乳商流の革新 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社茂木製作所 6070002031254 切削加工による製品製造における事業再構築 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 渋川市 株式会社クワバラ 8070001023374 建設業界全体が抱える課題解決へ！配管プレハブ加工への進出計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 フジハツ工業株式会社 3070001016515 高速レーザ加工技術獲得による防災インフラ市場への進出 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社キクチ 1070001024809 金属加工技術及び商品開発力を活かした、フードデリバリー関連市場の開拓 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 前橋倉庫株式会社 9070001002963 冷蔵倉庫とＤＸ化で挑戦する物流総合効率化のプラットフォーム計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社シェモワ 2070001023446 新規事業としてのレトルト食品製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社群馬断熱 6070001019135 新分野展開により「医療分野におけるコールドチェーンの確立」に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 イタリア食堂ガットビアンコ イタリア料理店によるイタリアンジェラート専門店の新事業展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 株式会社渡來製作所 7070001021321 ナノ加工システム事業への進出による新たな収益源の獲得とコロナ禍が与える影響からのＶ字回復 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 桐生市 株式会社矢野園 8070001036723 残渣ゼロ・低環境負荷型生ごみ消化機の製造・販売業への業種転換 早瀬　達

関東 群馬県 館林市 新井工業株式会社 6010701000655 金属旋盤加工自動化による土木工事機械部品の高精度短納期対応実現 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 みどり市 金子建設 クラフト家具の製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社Ｇ．スマイルフードサービス 2070001029352 鶏唐揚げ専門店が、２４時間揚げたての味を味わえるサービスを提供 早瀬　達

関東 群馬県 みどり市 石原精密有限会社 1070002022654 複合加工技術の確立による新分野ＥＶ市場での受注拡大 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社アリギス 3070001000213 ロボットベンダー導入による金属製アウトドア用品製造への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社泉屋 6070002036179 コロナ対応型おっきりこみ専門店出店による地域活性化事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社和興製作所 5070002021272 環境対応自動車に業態転換を行うため、最新型設備導入による加工精度と量産対応力を工場させる再構築事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 株式会社ウエハラ 1070001012012 安心安全なコンニャク精粉を世界へ届けるための生産体制構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 太田市 江川工業株式会社 1070001018785 打設コンクリートの水和熱を効率よく排熱するヒートパイプの開発 桐生信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 有限会社ホテル花月 5070002037095 遊休施設の改装と一棟貸しの宿でワーケーションの新市場獲得 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＥＧＧ 6070001035628 配給大手～ユーチューバーまで！群馬の動画撮影誘致、円滑化事業 高崎信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社エーアンドブイ企画 2070001000379 赤城山麓の恵みとＩＴシステムが連携したキャンプ活動体験型飲食施設 早瀬　達

関東 群馬県 みどり市 有限会社斉藤鈑金 2070002023503 最新技術による自動車鈑金トータルサービスへ大胆な業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社あったらいいね 2070001035565 ２４ｈ３６５日サポート！ＩＴ人材育成型障がい者シェアハウス 桐生信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社大西ライト工業所 8070001015702 新たなニーズである産業機械や医療機器の部品の製造をおこなうことで事業再構築を図る 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 安中市 有限会社豊徳 3070002015094 ウィズコロナに対応した新しい葬儀サービス施設の運営事業 武田　歩己

関東 群馬県 高崎市 株式会社フリートプランニング 4070001010822 テレワークと障がい者雇用を可能にする進化版ＢＰＯサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ジースリー 8070001015396 自社で養殖したうなぎを提供！全室個室レストラン＆うなぎかば焼きのＦＣ事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 ウォールテック株式会社 2070001029484 塗装技術を活かしたワークショップ・地域密着バーガーカフェへの新事業展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 宮下運輸株式会社 5070001013782 シニアフィットネスの要素を取り入れた新しいスタイルのリハビリ特化型デイサービス 桐生信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡高山村 有限会社カネタエンジニアリング 3070002036297 ２０３５年に大量廃棄時代を迎える太陽光パネルのリサイクル事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社狩野運送 8070001022368 自働包装機を用いて省力化を図り食品包装事業に新たに参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社スピリッツ 8070002002996 最新マシンを導入した非接触セルフ型美容・健康サロンに挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社松井製作所 8070002015296 自動車部品の加工業者が家電製品の部品製造で再構築に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社マルイ物産 4070001012125 「台湾産豚肉の加工卸売事業」への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 神林興業株式会社 1070001027712 薬膳素材に特化した観光農園の構築と運営による新分野展開 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 太田市 株式会社オータニ 3070001018899 高精度加工技術を活かした産業ロボット向け部品生産への挑戦 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 太田市 居酒屋　とんとん 独自の仕入れルートと加工内製化による地域コスパナンバーワンの焼肉店の開発 桐生信用金庫

関東 群馬県 みどり市 株式会社新宇商店 9070001015569 完全非接触で宿内完結型地域体験ができる！蔵の一棟貸し事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社辺重 9070001025270 ３Ｄプリンターを用いた建築の国内初事業化への挑戦 株式会社東和銀行

関東 群馬県 渋川市 株式会社ひびき野 7070002027136 自社遊休地を最大限に活用した、グランピング事業への挑戦 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 安中市 株式会社金沢化成 3070001009865 当社初の低圧成形等を活用したロボット・産業用設備部品の樹脂化への参入 竹野谷　周久

関東 群馬県 前橋市 株式会社山崎商店 9070001003739 元材木屋だからできる高級感を出したＤＩＹ家具キットの販売提供 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 三晃メンテクス株式会社 6070001025389 設備メンテナンス業から金属製品製造業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 佐波郡玉村 らーめん食堂　ＨＩＴＯＴＳＵＫＩ ラーメン専門店が製造する総菜事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社コスモス 5070001023781 ターゲットを１８０度変えるテイクアウト併設のカフェへの業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 有限会社ユナ厨房 2070002034252 飲食店開業者向け研修および体験用レンタルスペースの提供事業 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社長尾 5070001019838 人気中古車市場向けの高品質で低廉なレストアパーツの製造販売 桐生信用金庫

関東 群馬県 沼田市 株式会社イノゼフ 7070001037053 北毛地域アクテビティの拠点基地 利根郡信用金庫

関東 群馬県 みどり市 大澤農園 介護×農業　野菜栽培を取り入れた新しいデイサービスのカタチ コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社ネディア 8070001002527 ＩＴ技術で新たな価値を生み出す完全個室型レンタルジム事業への業態転換 久保田　昌宏

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 株式会社万座亭 6070001024044 観光スタイルの変化に伴い、新たな観光コンテンツ「大自然のサウナで整う」を提供 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 株式会社Ｌｉｖ　ａｒｔ 4070001029103 ワンストップで行える新たなクラウド型不動産管理システムの構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ＡＲＩＧＡＴＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 7070001025883 軽井沢で親子に非日常のワクワクを体験してもらう貸別荘事業 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社群馬サイクルスポーツセンター 9070001023472 自然と文化とスポーツを融合させた新世代マルチパーパスオートキャンプ場の実現 新井　一成

関東 群馬県 みどり市 有限会社丸光工機 9070002024833 半導体製造装置分野への新規参入と難削材加工への挑戦 酒井　豊

関東 群馬県 利根郡昭和村 有限会社農園星ノ環 7070002036021 畑からテーブルへ一直線！農家と消費者が共につくる共創型飲食店 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 有限会社新明電機工業 2070002023684 伝統技術「刺繍」と「リユース」を融合した事業再構築 酒井　豊

関東 群馬県 桐生市 株式会社エムズ 9070001016914 プリント屋からお弁当屋さんへ！～地域に愛されるお弁当屋さんを目指して～ 酒井　豊

関東 群馬県 前橋市 前𣘺園芸株式会社 4070001002951 自然再生技術を使うグランピング事業への展開 税理士法人鴻田会計事務所

関東 群馬県 高崎市 有限会社駒井技研 6070002014119 ポストコロナで必要とされる新型医療機器部品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 群馬県 前橋市 株式会社ニッポンアカデミーサービス 8070001000398 オリジナルｅｃｏ容器でホテル品質のお弁当販売事業へ挑戦 水谷　弘隆

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＨＵＧ　ｄｅｓｉｇｎ 7070001035362 カーボンニュートラル・レジリエンスの実現に向けたゼロエネルギー住宅を提供する事業へ新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社田村旅館 4070002036610 「一日中満喫できる宿への転換」温泉ワーケーション、客室高付加価値化、プレイラウンジ新設による事業再構築計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社アーデントコミュニケーション 6070001022064 折込チラシで繋ぐ新たな流通プラットフォーム事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社相羽通建 6070001015506 ＩＣＴ施工技術での物流施設建設需要への対応による新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 前橋橋本合金株式会社 3070001003001 半導体製造装置及び産業用ロボットの部品製造事業の新規構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 赤城車体工業株式会社 4070001021555 大型商用車・建設機械に対応した環境配慮型鈑金塗装工場の構築 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社ニノミヤ 7070001019935 ＥＶのＰＣＵインバーターパワーモジュール用部品製造による新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社ぐんぱつ管理 2070002018833 ドローンソーラーマネジメント 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ダイコー 9070001022425 自動化・省人化・非接触化を実現したテイクアウト事業への展開計画 桐生信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 ベスト薬局株式会社 7070001031196 従来の野菜卸売から調剤薬局への事業転換 アイオー信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社茶野電機工業 1070001025237 技術シナジーを活用したスマート農業と食品事業への新分野展開 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社佐藤精機製作所 2070001007044 ＥＶ向け急速充電器のアクチュエータ部品製造事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社小倉鋼材 5070002028524 金属製品製造業における事業再構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ダイテック 4070001007579 成長分野である医療機器部品製造事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 梅古庵 国選定保存技術「烏梅」を使った古来伝統製法・黄金紅花コスメ開発と体験型観光の提供 奈良県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 特定非営利活動法人ハートフル 2070005002454 地元で採れた野菜を使用した無添加パンの製造販売に挑戦！ かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 高崎弁当株式会社 5070001007512 自動販売機食堂における食料品の販売 税理士法人つなぐ

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーティークリエイト 9070002014669 化粧品向け高品質合成樹脂製品の効率的多品種一括生産による販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 有限会社ミヤマ全織 3070002024896 「浴用生地製造」からファッション、アパレル向け商品を初めて製造し新分野展開を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社仲沢酒店 1070002011310 地元で食とお酒のマリアージュが楽しめるビストロ＆ベーカリー事業の新規展開 森田　昇

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社茂木製作所 9070002031276 金属部品加工業における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 尾瀬酒販株式会社 4070001031505 古民家再生と一棟貸切非接触の宿泊施設開業事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 株式会社軽井沢高原ファーム 1070001032010 かくれの湯・自然体験型宿泊事業計画 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社大進工業社 3070002003231 製造業が行うスキルアップ特化型の就労継続支援Ｂ型事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 マリアンベル株式会社 6070001037822 近年需要が高まっている、男性専門の美容サロン店に挑戦する事業 かなた税理士法人

関東 群馬県 桐生市 灯屋煙火店 花火打上イベント業が新たに花火製品を製造しＷｅｂ販売を行う 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 有限会社昌立 3070002034846 郊外型大型ベーカリーショップ出店による新事業構築 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 群馬県 桐生市 株式会社フクル 1070001030682 脱炭素社会に向けたアパレルＤ２Ｃ向けＤＸ物流事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 松島工業株式会社 3070001003050 革新的ＩＣＴ建機による業務体制を再構築し、コロナに対応したＩＣＴ施工体制の実現を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社福田造園 1070001016500 剪定枝処理と加工品生産で造園業から処分業、製造業へシフトチェンジ 桐生信用金庫

関東 群馬県 沼田市 岡村工業株式会社 8070001023168 新型コロナウイルスによる売上低下からＶ字回復するため、ＩＴＣ施工体制を再構築する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ボスケット 5070001030828 冷凍自動販売機を活用した非対面式ビジネスの構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 超高層ビル等の大型鉄骨の加工及び管理体制を構築する 株式会社東和銀行
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関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社金子通商 9070001031178 運送業者がコンビニエンスストア向け青果卸業と青果販売業に挑む 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社プラスＷ．ＵＮＩＴ 9070001030353 医療機関から回収される病衣のリネンサプライ事業を開始し売上拡大を目指す 福田　秀幸

関東 群馬県 前橋市 塩原建設株式会社 4070001001573 廃木材のリサイクルでバイオマス燃料供給事業に進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ツイップス 1070001031722 地域活性化に寄与するキッチンカーレンタル事業の立ち上げ 水谷　弘隆

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社ミニヨン 6030002114285 アクセサリー×インテリア雑貨＝大人の女性に家と外での輝きをプラス 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 有限会社ノア 7030002059141 熟練の衣類クリーニング技術を生かした、皮革メンテナンス事業の展開 東京信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｏｆｆｉｓｉｓ 6011501021494 ウィズコロナ時代のオフィス向け新システム　ゼロトラスト型セキュリティシステムで情報を守る 西武信用金庫

関東 埼玉県 川口市 有限会社熊上製作所 4030002102390 高精度測定による微細加工技術力の高度化で挑む工作機械市場への新分野展開 佐山　壽一

関東 埼玉県 川越市 ふじ乃 創業５０年の和菓子屋による魅力ある和カフェ事業の展開 川越商工会議所

関東 埼玉県 吉川市 株式会社十八屋 5030001065448 デザイン印刷事業への新分野展開による飲食店サポートと新規販路開拓 小櫃　義徳

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エクサネット 8030001023238 クラファン２５００％達成のボードゲーム製販事業で経営基盤の安定拡大へ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ハイブリッチ 3030001006800 ポストコロナで必要性の増す情報セキュリティ対策を運用面で支援する新事業を展開 西川貴人

関東 埼玉県 児玉郡神川町 株式会社オーエム製作所 3030001060475 自動車産業ＥＶシフトに向けた高度切削加工技術を用いたアルミ部品加工への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社ちゃぶだい 6030001127866 街につながるコミュニティハブ型共同居住賃貸住宅（シェアハウス）事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社パラメディックス 7030001118856 子ども食堂も担う栄養士が監修した「美味しい」と「栄養」が融合した飲食店 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 富林株式会社 2010901032007 国際色豊かなスーパーマーケット及びＥＣサイトの新規開業 栗山　貴志

関東 埼玉県 さいたま市中央区 プラザ歯科 コロナ禍ニーズに対応したデジタルを主とした低感染リスク型歯科への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ライズフロムザランクス 3030001030610 オーダーメイド立体造形物の自社製造販売で売上Ｖ字回復！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社池田左官工業 2030002098598 リハビリテーション施設の開設・運営 野竿　健悟

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＫＯＲＯ 7030001109979 買い物又はネットショッピングが困難な高齢者等の為の配達飲食サービス事業 税理士法人前嶋事務所

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社司総業 2030001048364 シュミレーションシステム付ゴルフ練習場新設事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｆａｍｉｌｌｅ～ふぁみーゆ～ 中高年およびシニア世代を対象とした、体に負担の少ない介護脱毛事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社カルロッタ 6030001109823 「キャンプ　ｄｅ　お蕎麦」「そば屋のそば鍋」の開発とＥＣ販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社レジェンドプランニング 1030002118869 「自宅までお届け・キャンピングカー楽々グランピング」及びキャンプ用品プロデュース 乾　弘明

関東 埼玉県 和光市 有限会社アタック七十度 1030002064849 マンションコンシェルジュからのドライクリーニング受注事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 金辰左官工業株式会社 9030001125900 自然素材「漆喰」を目と肌で感じられる体験型展示スペースの建設 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 新座市 有限会社野火止製作所 7030002061824 銀イオン水殺菌装置の開発、製造、拡販による事業再構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 行田市 エルバ パスタ専門店からカフェ・ランドリー・レンタルキッチンの複合店舗への新分野展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社パークホーム 8013301030327 近場で貸別荘気分を味わえるトレーラーハウス事業 サポート行政書士法人

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ＳＳＥ 2030001118200 通販・自販機用オリジナル牛すじ煮込みの商品化による事業再構築 本庄商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 有限会社平間 3030002071752 既存事業の内装力を活かした「エコ」エステ事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 深谷市 株式会社アンブロシア 6030001106390 焼肉店から「黒毛和牛Ａ５ランク」カフェレストランへの事業転換 深谷商工会議所

関東 埼玉県 桶川市 有限会社寿管工 2030002056993 貸別荘をショールーム化して拡販に挑戦する元請け型リノベーション事業 榎本　幸雄

関東 埼玉県 川越市 イーグルトラベル株式会社 5030001054293 地球環境貢献型ＥＶバス販売事業による新たな成長機会の追求 川越商工会議所

関東 埼玉県 蕨市 株式会社花光 2030001135022 既存事業の不振による美容サロン経営への業種転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 埼玉県 新座市 株式会社凜大産業 7030001119292 地域の方とより親密に。元請けになるための新規事業立ち上げ 平光　史明

関東 埼玉県 さいたま市南区 錫光 ウィズコロナに対応する、錫工芸職人を育成するカレッジ事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 合同会社榮 7030003007917 葬儀施設を新設し、新たな収益柱とするとともに社会インフラの整備に貢献する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社ＭＤＳ 6030001011921 デジタル技術を活用したダイエットフィットネス事業の構築 古賀　雄子

関東 埼玉県 狭山市 有限会社宮野園 3030002034437 地域の買い物難民を救え！お茶屋が元気にする移動販売宮野丸 白川　淳一

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ジーアンドイー 6030001017522 ギターレッスンのオンライン化によるデジタルコンテンツ提供事業 青木信用金庫

関東 埼玉県 和光市 ＬＯＲＥ テイクアウト・デリバリーをメインとした新店舗による業態転換 川井　良訓

関東 埼玉県 川越市 一般社団法人ふるさと人材交流支援機構 7030005019893 まちづくり法人が取り組むＩＴプラットフォーム構築事業 堀江　克

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社一膳粋食 1030001029043 人気居酒屋の経験と技術を活かした総菜ベーカリー構築・運営事業 税理士法人ライズ

関東 埼玉県 川口市 ＨＯＨＯ株式会社 6030001081312 コロナ渦でもお客様が元気になる化粧品＆健康食品の販売事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 和光市 Ａｎｃｅｌ 女性の美容と健康をワンストップでサポートする「地元エステ」 株式会社クロスタウン

関東 埼玉県 秩父市 Ｓｕｎ　ＤＯＬＣＥ 贈答・通販・ＯＥＭジェラート開発による新ビジネスモデルの構築 秩父商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 キハラ・プリザベーション株式会社 9030001013221 歴史的著作物のデジタルアーカイブ保存事業への挑戦 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 川口市 鉄生会鋼業株式会社 5030001109741 一人親方の業務支援アプリ「親方台帳」の販売と施工業者との連携 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮なりた歯科医院 歯科医院のデジタル技術刷新による技工所開設と包括的診療の強化 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 川口市 株式会社工房 3030001082610 全国へ展開！キャンプ場サブスクリプションサービスの開設 川口商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市緑区 ルートフォー 素材・製造技術と人をつなぐ、プロダクトプラットフォーム事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 吉川市 株式会社ホウユウ 8030001066526 ３Ｄ－ＣＡＤ等のＩＴスキルに特化した障害者就労移行支援事業 中内　善文

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社一の家 5030002001484 創業明治１８年の料亭のテイクアウト・デリバリー事業への進出 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 埼玉県 加須市 株式会社ネットワーク 2030001031238 飲み放題卓上サーバー付焼肉店へのＦＣ加盟による飲食事業展開 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 川口市 株式会社ひかり塗装 3030001076868 店舗とＷＥＢを活用しＢｔｏＣ事業への進出 川口商工会議所

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 金誠株式会社 3030001120056 既存の輸出入業から、地域外国人コミュニティを活かしてトータルビューティーサロンを運営する。 増田　考邦

関東 埼玉県 加須市 食堂カフェＬａｕｇｈ 真空包装機による真空技術を用いた料理及び惣菜の加工販売事業 ＦＵＮＳ税理士法人
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関東 埼玉県 川口市 株式会社ｓｏｕｉ　ｗｏｏｄｗｏｒｋｓ 6030001106028 ショールームにカフェを併設し、顧客層の拡大を狙う 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 春日部市 クイーン スナックバーから自然に囲まれたエステサロンへ業種転換 山部　浩平

関東 埼玉県 戸田市 株式会社本気塾 7030001023197 小学生に向けた毎日通える放課後教室を運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　ｎｙｍｐｈ 3030001016378 新分野展開による美容室からトータルケア企業への事業再構築
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 埼玉県 上尾市 有限会社清栄電気工事 5030002054169 セルホワイトニング事業【オーラルケアで健康寿命を延ばす】 上尾商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社プルアップ 6030001127503 オン／オフラインでのハイブリット型による総合育成プロデュースへの業態転換事業 鬼塚　明日海

関東 埼玉県 川口市 滙智徳康株式会社 4030001116458 日本発Ｎｏ．１パネルシアターブランドの中国進出事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社市来 9030001101595 居酒屋が展開する特製弁当、人気総菜のテイクアウト事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 北村　聡美 ニューノーマルにおける子どもの居場所創出事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ルセット 7030001126124 ホテルの空きテナントを利用した「児童発達支援教室」事業への新事業展開 ＭＭＧ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社カネダイ協立水産 8030001100061 水産卸が魚目利き技術を用いてイタリア料理店のテイクアウト販売に挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社ミュージカル座 4030002013101 舞台のデジタル化を促進する国産オリジナルミュージカル映像制作事業 原正一

関東 埼玉県 日高市 株式会社Ｆａｓｃｉｎａｔｉｏｎ 2030001097246 女性客にやさしく・よろこばれる「本格カフェ」の展開 川越商工会議所

関東 埼玉県 久喜市 有限会社クリエイティブ中央 9030002037987 総合的な美をプロデュースするセルフエステ・飲料事業への展開 株式会社令和コンサルティング

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 ＩＷＯ株式会社 1040001089193 オンラインチェックイン×コンテナハウスによる宿泊業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 和光市 株式会社光英科学研究所 5030001047322 乳酸菌発酵調味液の開発・販売と「おなか元気のまち・和光」事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 エスアシスト 人にも社会にも温かい全く新しい「もつ串居酒屋」新規出店計画 北田　健太

関東 埼玉県 入間市 株式会社パートナーズリンク 4030002037091 強みを活かしたハウスクリーニング事業への進出による地域貢献 横田　武久

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エクスプラウド 7013201017301 日本初の『車ごと移動写真館』の事業立ち上げとＦＣ展開 尾亦　周平

関東 埼玉県 上尾市 株式会社ビックサドー 2030001041914 コロナ禍で疲れた身体を癒すドライヘッドスパ事業の新規展開による再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 飯能市 株式会社勇者部 6030001109162 映像制作会社による、ライブ配信に特化した貸しスタジオの新事業展開 多摩信用金庫

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町大字市 オーエルピー株式会社 4030001098052 安曇野米おむすび『結』をコンテナ店舗で展開する事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 加須市 タイヨウ 今までとは全く違った商品を取り入れ業態転換しコロナを乗り切る。 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 深谷市 Ｄ・ＢＡＳＥ株式会社 2030001088212 エディブルフラワー＆ハーブを用いた地産地消小売店の展開 齊藤　光介

関東 埼玉県 さいたま市北区 佐藤　孝 キッチンカー新規導入による馬肉カレーの弁当およびレトルト販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 比企郡小川町 精華 飲食店「精華」から、餃子卸・販売の「精華」への生まれ変わり サポート行政書士法人

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ホーリ 6030001007746 発達障害児の未来を拓くオーダーメイド療育の児童発達支援事業所展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｂｅａｕｔｙ 9030001123763 対人接触機会を減らしたネイルサロン 井上大輔

関東 埼玉県 深谷市 ＲＯＳＥ　ＬＡＢＯ株式会社 3011603001686 無農薬バラを活用したバスケア用品への展開と内製化によるⅤ字回復 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＷＯＭＥＮコロシアム 2030001120412 地域住民向け「オンラインフィットネスサービス事業」への新分野展開 若杉　拓弥

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アンダー 7030001122313 からあげフランチャイズ（からあげの匠　越谷店） インテグリ税理士法人

関東 埼玉県 吉川市 合同会社ＳＴＵＤＩＯ１５ 7030003018229 フィットネススタジオを使った介護予防運動特化型通所デイサービス事業への参入 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｕｎｅ　ａｔｔａｃｈｅ 2030001122094 非対面・非接触かつテイクアウトに特化した鶏肉餃子事業計画 廣瀬　好伸

関東 埼玉県 川口市 株式会社五和 7030001073795 水産加工技術を活かした新たな総菜開発と通信販売による新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 秩父市 株式会社キタムラ 5030001090702 リモートワークに最適な個室『ハナレ』の製造ＥＣ販売 山本　孝之

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社イーステップ 3030001098937 需要が増加しているドローンを活用した建物等の調査点検事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社水花 5030001087772 ＩｏＴによる食品工場向けユニフォーム専用生産工程の再構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 清光運輸有限会社 5030002021268 運送業で培った人脈を活かしてのトラック塗装及び定期点検事業への進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 入間市 株式会社ＳＡＹＡＭＡ　ＴＥＡ　ＳＴＹＬＥ 9030001127236 茶室を活用した『お茶の駅レストラン』の新規開設・運営事業 中村　伸介

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エフティーワークス 4030001038198 新切断方法の導入による加工対応素材の拡大・試作品製造事業によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 秩父市 株式会社清水金物 1030001090763 地域初～人とペットが安心できるペットサロン・ホテル事業の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 有限会社ホームメンテナンス 7030002119060 鉄骨建設事業の地域協業関係を活かした「牛ふん堆肥小売」新事業の開拓 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社オー・テック 1030001058265 屋根工事業から屋根部材製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社デネット 6030001017670 中小企業のＤＸを支援するＩＴ人材マッチングプラットフォーム マジェステ株式会社

関東 埼玉県 さいたま市北区 有限会社清香園 2030002007757 盆栽の魅力を世界に伝えるオンライン教室への転換と海外市場への新分野展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｔｏｉｖｏ 1030001134355 ＩＴツールを活用し、木のマンションリノベーション技術を全国に提供する事業 川口信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社アットナチュレ 8030001092431 ショールームとＷｅｂ内覧会を併用、工務店の家具販売の事業化 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 川越市 株式会社豊翔 6030001056834 翻訳対応、学術書「出版ＡＩシステム」構築に依るＤＸ出版社へ転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 所沢市 野老社中株式会社 7030001115085 ポストコロナの地域密着型「地ビール３事業」でビールメーカーへ転換 渡邉勝次

関東 埼玉県 秩父市 株式会社慈眼 1030002122805 大切な人との別れの時を過ごせるポストコロナの新しい葬儀サービスの展開 若杉　拓弥

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社近藤鉄工所 3030002092377 ＦＭＳファイバーレーザシステムを活用した高品質製品の短納期生産プロセス構築による新分野開拓 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 上尾市 ブルームーン 美容院経営により培ってきた独自ノウハウを活かした新分野展開 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社関東合紙 8030001028229 自動平盤打抜機を利用した梱包資材の生産による新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 春日部市 有限会社みそう商店 9030002071672 建設用重機導入による解体事業の新分野展開と社会インフラ再構築への貢献 川口信用金庫

関東 埼玉県 飯能市 株式会社鈴栄製作所 7030001090139 シート＆ソリッドカット工法による医療機器市場への参入 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 深谷市 トライム株式会社 7030001087606 碍子１００％再生活用した高品質、低コストの自社製品開発とグリーン建材市場への参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 埼玉精機株式会社 3030001003319 超高精度・超平坦度加工技術による新分野展開 株式会社武蔵野銀行
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関東 埼玉県 越谷市 株式会社赤土製作所 3030001063486 生化学業界向け製品ライン構築に向けた精密加工を実現する合理化生産プロセスの構築 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ＳＬＯＮ 2030001139948 愛犬家をターゲットとした時間が有効活用できる複合施設の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 株式会社ピーエックス 5030001086519 輸入家具及び建材を利用した移動式コンテナ店舗ハウス販売事業 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社アシバックス埼玉 3030001013053 中古農機具の買取り販売を通した農業の活性化事業 滝田　薫

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＵＣＨＩＤＡ 8030001057822 ハイブリット材加工技術確立による次世代モビリティ産業への参入 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社かんなん丸 6030001001831 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カジュアルイタリアン業態の事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社トミゼンフーヅ 6030001005840 ギフト需要の変化に対応した新規商品を開発し新たな顧客獲得 税理士法人総合会計事務所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 モリソン工業株式会社 8030001008453 最新技術によるデジタル印刷機向け微細ばね製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

関東 埼玉県 和光市 株式会社古丹 7030001046677 餃子無人販売店を核に地産地消による地域連携 東京信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 プレッツァ イタリア料理店の隣店舗活用による新分野展開（①ワイン小売②テナント業） 小林　工

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社興陽電器製作所 7030002075907 非鉄金属のレーザー試作から量産工程までの生産体制確立による新規分野の開拓 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社Ｍ－ＴＥＣ 6030001047742 競技用ＥＶパワートレインの量産開発及び販路拡大 ＰｗＣ税理士法人

関東 埼玉県 朝霞市 エムザジャパン株式会社 6030001044649 インテリア提案・販売を対面からオンライン・ライブコマースへ転換 マジェステ株式会社

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ベネック 7030001007596 リネンヒン投入後の自動化、及び仕上げ工程の自動化を図る事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社夢廣房 9030001037022 地域住民の健康作りに貢献する中高年層向けフィットネス新規展開 株式会社エム．サポーティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社春日井 3030001085398 ポストコロナで必要とされる自動運転用部品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 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社才木工業 8030001123871 サクッと近場で、キャンプを、より手軽に、より快適に、そして日常に！！ 青木信用金庫

関東 埼玉県 川越市 有限会社横山木工 3030002032985 デザインの高度化に対応したハウスメーカー向け家具・建具分野への新事業展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社西工業 3030001050303 屋内設置型透析排水ＰＨ中和処理装置製造および販売 アイリス税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社Ｓ・ＭＴＡ 2030002007518 急速冷凍で魚もお寿司も無駄なく、おいしく、２４時間販売！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社鮒又 3030002021658 カルチャースクール、貸会議室、テレワークオフィス事業への参入 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ハイスタッフ 3030001098631 現役プロからレッスンを受けられるシミュレーションゴルフ場の経営 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 すがぬま歯科医院 訪問診療と外来診療を組み合わせた診療サービスによる医療弱者に対するかかりつけ医機能の確立 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 川越市 小川組 飲食店における本格的海鮮料理提供の生産性向上を叶える海鮮食品冷凍品の製造販売 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 八潮市 有限会社古川断熱 5030002047767 熱絶縁工事の知見を活かし外装用金属製ラッキング材製造へ進出 船越　良人

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社シェーンブルー 9030001019210 エステサロンノウハウを活かしたセルフエステ事業への進出 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社八木橋 2030001085291 新たな協業による次世代顧客の取り込みと地域創生を目指す地元密着型百貨店の復活計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社福沢屋 2030002076182 食事を楽しみながらゴルフを本格的に始められるゴルフバー 白川　淳一

関東 埼玉県 和光市 株式会社ジュア・プロ 5030001048907 シェアリングサービスで脱炭素を推進するプラットフォーム開発 土井　康二郎

関東 埼玉県 さいたま市中央区 仁科工業株式会社 9030001006464 新たに需要の高い医療機器・ＥＶ分野の部品の電解ニッケルめっき処理に挑戦！ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＮＡＫＡＭＯＴＯ 8030001120514 テニス人口拡大とトップ育成を実現するテニススクール開校 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社新井製作所 2030002083055 難削材の高精度旋盤加工に特化！非接触型決済需要の新規獲得事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 ＲｅＰｌｕｓ有限会社 3030002059368 家具修理業を中心とした廃棄家具の削減ビジネス 税理士法人ほはば

関東 埼玉県 戸田市 佐竹マルチミクス株式会社 2120001155762 高度金属加工技術による大型攪拌機の非対面型生産プロセスへの業態転換 株式会社りそな銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社大堰観光バス 1030001086753 いちご一会のおもてなしツアーにて行田を観光で輝く街に！出発進行 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社小田島商店 6011602002261 タイにおける新たな牛肉文化をＪＡＰＡＮブランド牛と電子決済システムで作る 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 和光市 株式会社アネラ 9011001065849 まつエク店の知識と技術を生かしたレディース増毛サービスの開始 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 幸手市 株式会社ナビ 5030001032423 地元応援！ビジネスホテルからテレワークデイユースへの新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 新座市 有限会社栗山製作所 6030002060975 医療機器用精密金型駒部品のμ加工と品質保証体制の実現 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社マルヨシ 4030001037010 ＤＸとシェアリングで高品質な専門流通加工をお手軽に！ 木村　祐司

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社カプセルイン大宮 2030001012122 「働く」と「癒し」の融合。大宮初！個室サウナ事業。 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社ヘリフライト 3030001016428 何でも相談と農業の課題解決に寄り添うドローンセンターの開設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 株式会社武甲養蜂場 8030001104434 抗菌作用や保湿効果に優れる国産ミツロウ化粧品の製造販売事業 秩父商工会議所

関東 埼玉県 児玉郡上里町 イシイ印刷株式会社 5030001060878 エンタメと地域ビジネスの融合により相乗効果をもたらす事業への転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 上尾工業株式会社 1030001042285 自転車のデジタルＤ２Ｃブランド事業への新分野展開 井上大輔

関東 埼玉県 狭山市 有限会社エース商会 2030002033282 生産から移動販売まで「美味しい」を物流でつなぐ一気通貫フードビジネス 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社協栄ビジネスプリント 2030001052300 顧客ニーズに叶ったオリジナルバリアブルプリント製品の開発 岩城　哲夫

関東 埼玉県 加須市 いろんなＣ株式会社 8030001143399 既存事業（精肉店）の廃材を活用したペット用フードのＥＣ販売事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 児玉郡上里町 有限会社ポラリス 5030002081915 高い医療依存度を対応できる安全・安心のホスピス事業の展開 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社大崎 7030001020104 ピザレストランがピザテイクアウト専門店を開店して利益向上 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 蕨市 株式会社シバタホームズ 1030001021041 建設関連中小企業の新発注システムによるＤＸ化 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 有限会社トータルクリーンサービス 6030002034112 ＥＣサイトにより外構工事の実績を活かした施工できる卸へ新規参入 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 ナガヤス工業株式会社 4030001035385 デジタル技術で挑戦、ニューノーマル対応型建設業への大胆な再構築 草加商工会議所

関東 埼玉県 蕨市 株式会社テクニカルアーツ 5030002026127 医療向け刃物事業への注力に向け工場移転・設備導入による生産体制の強化 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｏｎｅ　Ｏｃｅａｎ 2030001125675 川口駅至近・地域唯一の個室サウナの新設と既存事業の実店舗化 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 新座市 株式会社モトキ 2030001045510 機密管理体制を活かした、印刷～発送のワンストップ物流サービス 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社武井工務店 6030001082657 大工が作る「ハンドメイド家具販売」「オフィス家具販売」～自分だけのオリジナル家具 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＦＩＲＳＴ 7030001132469 建設業現場事務代行の強みを活かした現場管理ＤＸ事業への再構築 若杉　拓弥
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関東 埼玉県 坂戸市 株式会社フォーサイス 4030001070184 インターネット配信や収録に対応したスタジオ事業による事業再構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 アール・スリー株式会社 5030001119245 加工食品・雑貨・液体商品の梱包包装・検査事業への進出 川口信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社広瀬製作所 6030001132346 一貫加工による工程短縮と精度改善による半導体製造分野への進出 亀有信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 株式会社プロスパー 6030001130102 地産地消メニューを提供するコインランドリー併設カフェの新展開 埼玉信用組合

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社ウィット 7030002078785 コロナ禍における非対面サービスを中心としたクリーニング店への転換 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 桶川市 有限会社ハートサービス 1030002056020 歩行リハビリ特化型デイサービス事業への参入計画 丸山　達也

関東 埼玉県 日高市 株式会社大内製作所 3030001128933 最先端ＮＣ機械設備の導入による産業用電気機械器具市場への進出 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社エム・ジェイ・ウッド 6030001038766 マッチングサービスによる建設業の職人不足問題解決 伊藤　洋介

関東 埼玉県 川口市 有限会社遠山木型製作所 2030002105305 大型木型技術を活用した気候温暖化問題対策治水事業への貢献 青木信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 ＫＯＮＮＯ工業株式会社 8030001121735 鉄鋼部品製造企業による厚さ９ｍｍ以上の金属切断事業への業態転換 北村　亮太

関東 埼玉県 川口市 有限会社菅原熱処理工業所 4030002099058 金属熱処理業における事業再構築 青木信用金庫

関東 埼玉県 吉川市 有限会社伊藤機械 4030002089892 コロナ禍における収益基盤強化のための高付加価値金型への新分野展開 亀有信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社修和 4030001075472 錯体ナノコロイド水溶液でのコロナ予防策推進事業の展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 北本市 ミトテクノ株式会社 8030001062467 チタン精密加工技術の高度化による半導体検査装置部品事業への展開 大谷　周平

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社フリクト 5030001059895 大自然の中でトレーラーハウスを活用した非対面型グランピング＆ワーケーション事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エアリアル 9030001109003 人気動画チャンネルの集客力を活用した自動車保守・改造市場進出事業 城北信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 モクハウス株式会社 6030001123568 ショールーム兼多目的レンタルスペースを運営して、リフォーム工事の潜在顧客を発掘し、売上向上につなげる 青野　雅恵

関東 埼玉県 桶川市 有限会社ホワイト急便川越 4030002056100 洋服クリーニングから布団クリーニングへの転換プラン 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 株式会社タナカ技研 9010401099168 ワイドバンド可視カメラの商品化と関連ＩｏＴサービスの事業創出 北田　健太

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社長峰園 6030001069563 狭山茶文化の振興と地域活性化を実現する狭山茶ＭＵＳＥＵＭ事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社Ｒカンパニー 8030002090905 大型設備導入を機に、地域に愛される「解体物総合リサイクルカンパニー」を目指す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社コウラ 2030001084764 エンジン部品の切削で培った技術を活かした半導体製造装置分野への進出 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社グリーンファームアンドウ 3030002004258 花と緑で癒やす！オージープランツによる「園芸療法」サービスとＷＥＢ販売 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社若葉 2030001014721 地域初のオンラインゴルフレッスンを、無料で提供！ 税理士法人レッドサポート

関東 埼玉県 秩父市 株式会社矢尾本店 9030001090987 クラフトビール醸造所建設計画 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｓｔａｒｔ　Ｆｒｏｍ　Ｐａｓｓｉｏｎ 7030001134416 リアル＆オンラインフィットネス配信スタジオつきフィットネスジム事業 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社宮川製作所 6030001086591 高精度、長尺加工を必要とするトンネル型枠加工へチャレンジ！ 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社光栄社グループ 4030001108042 行田市産小麦を使用したパン事業 熊谷商工信用組合

関東 埼玉県 蕨市 有限会社萩原商店 5030002026226 日本茶をテーマとしたカフェ事業への転換と宅配サービスの開始 蕨商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 垣堺精機株式会社 8030001091020 難削材の炭素繊維スリッター装置と加工ビジネスへの再構築事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ベルニクス 3030001007567 企業向け組込用ワイヤレス給電機器の民生向け製品開発への展開による市場拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＫファクトリー 3030001039008 独自開発の粉砕機（単体）・粉末化システムプラントの販売事業 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ユーワン精機 6030001022357 非対面型・微細加工技術修得による医療分野への事業再構築 早速　倫章

関東 埼玉県 上尾市 リエゾンインターナショナル株式会社 6030001042818 製品国産化による業態転換事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ケーテーテック 9030001040091 エコな洗浄とクリーンルームの導入によるクリーン梱包及び組立への新分野展開 足立成和信用金庫

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社小田屋 8030001125026 有機農業の里×全国の離島　のコラボレーションによるレストラン付き宿泊事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 らいふ株式会社 7030001135901 訪問マッサージ会社が営むデイサービス運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 狭山市 ｓｈｕ　ｓｐｏｒｔｓ整骨院 少人数制トレーニング事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社シルバーポート 9030002079740 厚板加工能力獲得による、熱処理炉事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 蕨市 株式会社ランバーテック 3030001021270 脱炭素に貢献！非住宅オンライン展示場 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 飯能市 有限会社名栗温泉 1030002120560 名栗の自然をぎゅっと凝縮！～ファミリー層向けＮＡＧＵＲＩ森のグランピング～ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 ＡＳＯＫＡ　Ｉｎｔｌ株式会社 7030001093892 アソカインテル㈱　桶川インド料理製造工場新設事業計画 上岡武史

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社スプレッドカム 9030001016843 ＡＩを活用した漢方相談・漢方処方システムの販売事業 網野　誉

関東 埼玉県 深谷市 盛宏株式会社 1030001121378 中華料理店のＤＸ化！本場の味を再現した冷凍中華の無人販売専門店 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 有限会社渋谷建材 6030002073696 他社が製造困難な特殊コンクリートの現地製造と近隣・広域への供給 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社フカガワ 8030001076970 ダクト部材発注システム「ＤｕｃｔＣｌｏｕｄ」サービスの提供 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 埼玉県 桶川市 株式会社広岡鉄工 1030001042203 独自技術を活かした新塗装方法による高品質・高耐久性の実現とコストダウンの両立 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社サンリュウ 7030001075255 高耐光性アルミプレートなどの印刷加工業への進出 税理士法人大橋会計

関東 埼玉県 八潮市 株式会社冨澤 5030001036226 肉厚蝶番の製造に取り組み、売上回復を目指す業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 モジョ 所沢の音楽喫茶が手掛ける本格ライブ配信事業 鈴木誠

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＬＴ 4030001113983 既存事業との相乗効果が期待できるアクリル単一グッズ生産の取組み 合同会社バリューアップ

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社Ａｗａｋｅ　Ｓｏｕｌ 9030001107139 ドーム型テントを使用したグランピング宿泊施設の運営 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ディースタイル 3030001092527 ＩＴ技術を活用した法人向けデジタル型景品ギフトサービスの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 所沢市 松本装飾株式会社 1030001030323 社内施設を活用した地元密着のパーソナルトレーニングジム事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｓ・Ｄプロセス 3030001120444 障害者就労支援の為の、ラミネート加工機の導入 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市北区 アイジャパン株式会社 8030001000360 ニューノーマル時代を見据え　ＡＩ　と　ＡＲ　を活用した新しい眼鏡選びサービスの提供 瀬山　剛

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 トライフメッド株式会社 5030001016401 生活介護事業・運営コンサルで培ったノウハウを活かしたグループホーム運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＪＯＪ 3030001054130 草加をコリアンタウンで観光地化！キムチづくりで街づくりと人づくり 白川　淳一
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関東 埼玉県 和光市 株式会社キルク 3030001050393 ときがわ町の名産となるオリジナルクラフトビールの醸造 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 和光市 株式会社マザーランド 1010701017381 飲食店特化テナント誘致業からチーズケーキ持ち帰り店への転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川越市 有限会社埼玉フーズ 9030002073363 ＳＤＧｓ＆健康長寿ニーズに対応するカット野菜の新市場開拓、家庭向け「冷凍スープキット＋スープ調理器」のサブスク新展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 新栄ダクト製作所株式会社 8030001123723 設備工事分野向けの製缶板金事業への参入による事業再構築 大串　智之

関東 埼玉県 川口市 株式会社小宮商店 7030001074884 お酒の新たな価値提案・付加価値をオリジナル熟成酒から！ 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 有限会社戸田乳業 5030002121984 地場産ホエイを原料とした機能性小容量飲料分野への進出とＥＣ展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市緑区 共栄建築有限会社 5030002003968 ブランド理念を共有した家具提案併設ショールームで「新分野展開」に挑戦する！ 青木信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 末広未来研究所 飲食コンサルからＤＸ活用、輸出用冷凍手毬寿司製造業へ業種転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 八潮市 株式会社フジキン 8030001036306 新規プレス加工ライン導入によるカーエアコン部品への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 志木市 日誠工事株式会社 9030001045438 ドローンと３Ｄスキャナを用いた点検調査及び計測事業 税理士法人イデアコンサルティング

関東 千葉県 柏市 株式会社トウセイ 6040001067491 既存レストランから撤退し、惣菜製造販売業に転換する。（惣菜直売所及びキッチンカー販売への進出） 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市稲毛区 Ｓａｋｅ　Ｂａｓｅ株式会社 9040001110942 全国の蔵元との連携販売を通じて伝統文化や地域の魅力を伝える情報発信基地 経営創研株式会社

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＶＯＯＲＤＥＵＲ 9040001076639 若者向けオリジナルゴルフ用品のＥＣ販売事業 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 株式会社コパコーポレーション 8040001023600 メンズ向け美容室×体験型脱毛エステサロン×脱毛商品販売事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 佐倉市 株式会社テスク 8040001046972 菓子工房によるデリバリー／オンライン販売専用商品の製造・販売を行い再構築する 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ａ・Ｉトラスト 5040001024510 環境にやさしく、安心安全な天然木材チップ肥料の製造販売事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 安房郡鋸南町 株式会社アヴェール 7040001107354 宿泊業から当館メインディッシュ「ビーフシチュー」の冷凍食品他小売事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 有限会社なみ川 2040002084812 手打ち式そば製麺機等導入による、「非対面」での高品質「生そば」製造販売事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 大網白里市 株式会社東雲堂 5040002078506 葬儀屋さんが運営する日本茶カフェの展開で、終活に繋げる 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 有限会社スロー 3040002049970 郡上発！！地域密着型サブスクリプションサービスの開始 日沢　新

関東 千葉県 長生郡白子町 小高善和靴工房 地域資源（獣皮）を活用した革雑貨の販売、制作体験用店舗とオンラインショップの新設 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富津市 合同会社シマノマリンリゾート 2040003011889 都心最寄りのワーケーション　フッツ・カリフォルニア 須賀　芳幸

関東 千葉県 市川市 株式会社國枝マーク製作所 2040001026071 樹脂向けレーザーマーキング事業による事業複線化と新規市場攻略 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 ＶＭＶ合同会社 1040003010165 ワーケーション需要に応えるレンタルスペース事業 館山商工会議所

関東 千葉県 習志野市 株式会社エヌエイチ 8040001103245 地元への貢献と業績回復を両立するコインランドリー事業の開始 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 ブレーブドリームス株式会社 6040001024526 次世代モビリティーによるマイクロツーリズム事業 境港商工会議所

関東 千葉県 富津市 株式会社Ｐｏｎｎｕｆ 7030001101102 法人向けワーケーション型コワーキングスペースへの転換 君津信用組合

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ケープラス 7040001103147 既存リソースを活用したペット関連新規事業への思い切った業種転換 櫻井義之

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 有限会社大野荘 3040002102473 露天風呂付きワーケーション対応型施設への業態転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社ミッション 4040002010709 住宅の家外から家内まできれいに！！トータルハウスクリーニング 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社花車 2040001071844 車種選択できるレンタカー会社のレンタカーを一括検索できるポータルサイトの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｓｅｎｅｃａ 4040001107547 若者向け！ＬＩＮＥ予約可能なＤＸ型メンズ脱毛サロン事業のＦＣ化ビジネス 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 千葉県 船橋市 株式会社デザイン２２ 6040001107941 大手電機会社ＯＢ・ＯＧ・現役がコアメンバーのビジネスマッチング・プラットフォーム構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市花見川区 有限会社ランカスター 7040002012413 独自技術で高付加価値の紅茶製造を行い経済成長を牽引する取組 東　俊道

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｍ＆Ｊ 1030001089062 客席を有する飲食店から持ち帰り飲食サービス業への事業転換 習志野商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社ジュン・コーポレーション 1040001048554 成田市初の『会員制経営者サロン』新規出店による新分野展開への取り組み 池田　勝治

関東 千葉県 山武市 有限会社松尾商会 9040002079855 業界初、ウィズコロナ時代のＯＢＤ対応超速車検！ 山崎　広輝

関東 千葉県 船橋市 株式会社絆 8040001106165 焼肉店自慢の黒毛和牛を贅沢に使用した食品のネット販売事業 株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ

関東 千葉県 松戸市 葵工業株式会社 6040001087812 内装解体業の手技を活かした狭小住宅の躯体解体業への進出 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 市川市 株式会社ティアラグレイス 8040001032295 「お姫様」気分でお悩み解消！快適生活を支えるフットケア事業 小澤　竜一郎

関東 千葉県 習志野市 株式会社エムズ 7040001015359 マイクロプラスチック問題への対応策となる人工芝片回収システムの開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 有限会社タカ穂 9040002007023 チーズケーキ専門店の新規業態開発による持ち帰り需要の喚起 林　恭輔

関東 千葉県 佐倉市 株式会社Ｋ－Ｂｒａｎｃｈ 8040001049760 特殊部位調理技術を用いた内臓肉及びジビエペットフードの製造・販売 株式会社コンサラート

関東 千葉県 千葉市稲毛区 中国整体院 整体院経営から飲食店経営への業種転換 千葉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 ハートロック（処　ちくりん） 致命的な打撃を受けた居酒屋店舗を改装しスイーツ小売店へ業種転換 房総信用組合

関東 千葉県 成田市 有限会社アップル 3040002054731 静止画撮影技術を生かした審美的なＰＲ動画事業への新分野展開 福田　雄二

関東 千葉県 八街市 株式会社コペルニクス 4040003002416 コロナ禍でも陽の光を浴びて家族で楽しめるキャンプ場運営事業による新分野展開 八木　雄一

関東 千葉県 佐倉市 株式会社地球のしごと農園 2040001094218 持続可能な自給的生活を支援する近郊型ダーチャの実現 平野　匡城

関東 千葉県 松戸市 有限会社精巧舍 2040002096510 地域初！Ｗｅｂ、スマホ予約決済による寝具無洗剤丸洗い当日集配サービス 石村　光

関東 千葉県 浦安市 有限会社ＳＵＮＧＬＯＲＹ 1040002034974 ウィズコロナ！遊び／体験ができる新時代の飲食店への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｎｏｂｌｅ　Ａｃｔｉｏｎ 3040003014024 私立高校野球選手の野球分析とトレーニング動画の教育事業 市川商工会議所

関東 千葉県 四街道市 株式会社ドリーム商会 4040001016351 代表者の経験とネットワークを活かしたメンズ特化型美容室への進出 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 流山市 オルタナダイナー ポストコロナの新たなＢＡＲ業態と会員制コワーキング・レンタルスペース 流山商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社エル・カレア 9040001113672 藍エキスを用いた敏感肌向け化粧品等製造・販売事業計画書 大久保任尉

関東 千葉県 佐倉市 アリスミュージック 音楽教育におけるリズム教育の課題を解決するための独自教材開発 佐倉商工会議所

関東 千葉県 市川市 株式会社リスキット 2040001105874 川下型映像ビジネスから“コンテンツ制作による非接触・川上型映像ビジネス”への事業転換 市川商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社ネクストライン 8040001094006 オートコールを使用して新規売上を創出する！内装施工および新電力の代理店販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｍ．Ａ．Ｃ．Ｅ 7040001109185 ウィズ・ユープログラムによる放課後デイサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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関東 千葉県 船橋市 ＳＴＡＩＬＥ 現役プロバスケ選手による「バスケカフェの開店」で新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 茂原市 優侑ガーデン スタンプコンクリート「タフテックス」による外構工事事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 千葉県 佐倉市 あとりえ　ありす 人生１００年時代を心身共に健康で生き抜くためのサロンを作る 佐倉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ａｌｅｃｉａ 9021001058843 オーナー目線に特化した収益物件マッチングサイト構築により不動産流通市場と価値向上に貢献！ 金﨑　卓也

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社京葉テクノロジー 3040001089134 日本市場へ進出する中国企業の業務委託・課題解決を行う越境クラウドソーシングプラットフォームの構築 小畑　満芳

関東 千葉県 印西市 五十嵐商事株式会社 4040001043593 次世代タイヤ対応のタイヤ自動交換設備及びバランス測定機導入による油外事業拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 流山市 アズオフィス株式会社 8040001109548 飲食業等における創業リスクをシェアする「カフェ＆シェアキッチン事業」 首藤　愼一

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＷＥＥＤＳ 2040002014471 昼営業主体の旬の食材を用いたサンドイッチ・テイクアウト販売店の新規事業展開計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 星野農園 観光農園への業種転換。地元企業とともに高滝湖エリアを活性化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 ミュージックスクールピュアボイス 最先端デジタル音楽機材を導入した音楽制作支援事業 東京商工会議所

関東 千葉県 柏市 クラスター 地域密着セルフ型大衆居酒屋事業 鴨下　智法

関東 千葉県 野田市 株式会社オカケン 8040001100829 業績の回復と社員の継続雇用を守るための中古車販売事業の開始 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 太東自動車販売株式会社 2040001074979 自動車「ドライブスルー買取」事業の開始による感染症下における仕入ルート拡張事業 房総信用組合

関東 千葉県 流山市 株式会社Ｈｅｄｇｅｈｏｇ 2011401018867 ウィズコロナ時代にも需要拡大が期待できる美容整形の術後ケア市場への新分野展開 バリューフォース合同会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社そら 7040001023551 「世界一のコトづくりカンパニー」へ　フィットネス事業への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社佐久間商品企画 9040002053406 様々な業界に展開するための基本商品「モーメント・フレーム」のシリーズ展開と販売促進 ＴＡＸＡ税理士法人

関東 千葉県 船橋市 有限会社ＭＩＴＡＳＵ 8040002040446 コロナウィルス蔓延により、持帰り需要が急拡大。単なる店内メニューの持帰りから、持帰り専用商品を開発し、売上獲得を狙う 延島　隆裕

関東 千葉県 船橋市 株式会社やつや 4040001018942 飲食店ネットワークを活用した居酒屋の惣菜アンテナショップ事業 株式会社コンサラート

関東 千葉県 いすみ市 有限会社野瀬銘木店 6040002101885 ＤＩＹ工房＆コミュニティスペースの展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 華連河株式会社 4040001013522 デリバリー事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社オーケー倶楽部 3040002033033 理美容室における大人から子供をターゲットにした脱毛サービス 延島　隆裕

関東 千葉県 浦安市 株式会社浦安架設 8040001029267 建設業者の産業廃棄物処理及び運搬事業への参入によるサステナブルな地域発展への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 市川市 株式会社明光企画 2040001027722 ＤＸを活用したポスティングチラシ配布管理システム開発・販売 税理士法人　古田土会計

関東 千葉県 銚子市 長峰無線株式会社 5040001062361 ネイティブスピーカーのオールイングリッシュ環境による学童保育事業 税理士法人高山会計

関東 千葉県 柏市 株式会社大雄商会 3013301041015 新たなニーズであるグランピング施設向けラム肉調理食材による事業再構築 柏商工会議所

関東 千葉県 浦安市 株式会社スター工房 4040001029634 紙製印刷品以外の印刷グッズ制作販売事業への進出 和田　榮一

関東 千葉県 八街市 マルヤス機工株式会社 3040001047785 チタン合金加工用、ＰＣＤ切削工具の製造販売 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 東金市 株式会社関東ホーム 7040001057161 シニア夫婦層に、モデルルーム展開による提案型リノベーション展開計画（囲炉裏：ＩＲＯＲＩ標準提案） 広岡　徹也

関東 千葉県 船橋市 株式会社日本都市 2040001020082 コンクリート等の剥落防止工事進出による道路の安全・老朽化対策への貢献計画 株式会社エフアンドエム

関東 千葉県 富津市 民宿錦海亭 民宿がサウナ付ワーケーション＋グランピング＋キャンピングに挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社アガツマ 1040001052754 短納期提供を活かす自動車部品等の焼付塗装事業への新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社山二総合開発 9040001011364 日本市場向け下水道管渠更生機械の開発による受注拡大戦略 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 房総グリーンセールス株式会社 2040001054535 ＳＤＧｓに取り組もう！一般廃棄物の処理・リサイクル業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 有限会社コウケン 5040002004032 残生コンを活用した再生砕石製造販売による環境負荷削減と収益強化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 株式会社美寿園 9040001047788 ＳＤＧｓの視点から、伐採業で大量に出る木材をアップサイクルし、販売する 千葉信用金庫

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社服部製作所 8040002056797 試作板金事業から食品製造プラント部品事業への事業転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 6040002095995 機械加工分野でのレーザ加工ノウハウを活用したコンサルタントサービス事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社向島製作所 7040002083248 需要が急拡大するデータセンターの建築資材製造業への新分野展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アドベンチャー 2040001055426 自社ホテルを改装してシミュレーションゴルフラウンジを開設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社赤堀 9040002031758 超大型円形金属のデジタル旋盤加工、構造転換に向けた新たな挑戦 東京東信用金庫

関東 千葉県 館山市 有限会社ベル 6040002099773 館山老舗居酒屋の挑戦！釣船事業の相乗効果による房総活性化事業 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社商和 5040001047841 冷凍餃子の自販機販売網の構築による製造直販体制の確立 千葉信用金庫

関東 千葉県 君津市 有限会社小櫃清掃社 3040002069770 地域初の「遺品整理業」を開始し、新分野展開を図る。 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社人と古民家 7040001095203 最新のデジタル技術と古民家再生事業のコラボレーションによるシェアオフィス等事業への進出 安藤　幹根

関東 千葉県 香取市 有限会社粟飯原瓦工業 2040002086635 老舗瓦工事業者による、瓦屋根建物と瓦食器の魅力を伝えるダイニング経営への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 習志野市 株式会社ファーミッツコンサルティング 7040001112783 日本初！病院に特化したエネルギーマネジメントシステムの開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社大地 4030001072610 病院から在宅介護を実現する中重度要介護者特化型の機能訓練施設 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社アドプト 1020002073883 居酒屋店の焼肉店への転換事業化 西畑　隆久

関東 千葉県 船橋市 白水プラスチック工業株式会社 6040001018420 新分野展開（生分解性プラスチックの製造） 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 エムリース株式会社 2040001110635 機械管理システムを搭載した高機能小型切削機械の導入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社大京 1040001082173 和食レストランと焼肉店を融合させた新規業態の確立 銚子信用金庫

関東 千葉県 旭市 有限会社谷中建設 7040002085120 防災機能型サステナブル・スマートランドリー事業 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 千葉県 八千代市 有限会社コトブキ 3040002029031 自社の鉄製品を活かした特徴のあるキャンプ場を作り運営する取組 八千代商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社えちごや 7040002079980 千産千消！ジャージー牛の「スープラザーニャ」とヨーグルトアイスの通販展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ＮＴＣ・デリバ 7040001030531 一般ユーザー向け、スライス馬刺し自動販売機事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 有限会社宝田産業 5040002055331 ７４年間続けてきたジュエリー製造『卸売業』から『小売業』への事業転換 池田　勝治

関東 千葉県 浦安市 株式会社ＴＭＴ 6040001033147 マテリアル商社から総合エンジニアリング商社への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 合資会社小坂石材 6040003002406 日本の石材店の技術を活かした新たな石材製品の開発及び販売と、ＥＣサイト創設による販路拡大 千葉県商工会連合会
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関東 千葉県 松戸市 株式会社インパクト 4040001040260 寿司カフェによるテイクアウト・デリバリー主体の業態転換（新分野展開） 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 香取市 北総資材有限会社 1040002087139 改良土生産販売事業の新分野展開による事業再構築と循環型社会構築への貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 南房総市 千倉水産加工業協同組合 7040005015446 水産資源を守る！残滓や未利用魚の新たな提供方法によるＳＤＧｓ　の取組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社和楽 9040002088393 『小江戸さわら』の魅力を伝える、地産品物販店舗・簡易宿泊事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 松戸市 株式会社ケーピーコーポレーション 4040001037604 飲食店トータルプランナー企業による飲食店×セントラルキッチン事業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八千代市 有限会社丸千金属工業所 5040002030235 革新的金属加工と検査体制の構築、環境配慮型市場への大胆な挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 旭市 嘉儀屋 園芸療法と鴨料理で千葉県長寿日本一を目指す新しいデイケア 銚子信用金庫

関東 千葉県 成田市 株式会社ふたば・不動産 9040001099193 不動産仲介業からワーケーション兼グランピング施設事業への業種転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 香取市 成田オート株式会社 9040001087355 環境負荷の軽減・低炭素社会の実現に貢献する自動車解体業への参入 佐原商工会議所

関東 千葉県 千葉市花見川区 松本ＥＳテック株式会社 7040001007100 プレスタンデムラインによる電動車駆動用モーターの製造事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 船橋市 有限会社こみや 2040002027572 地域密着型の葬儀業者が提供するシニア向けコミュニティカフェ事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 小古間 地元農産物・水産物を活かす小ロット生産による食品製造業の展開 経営創研株式会社

関東 千葉県 銚子市 株式会社加瀬製作所 2040001099209 建設機械キーパーツ製造への設備導入と技術開発による大胆な業態転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 東金市 Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　ｗａｌｋ株式会社 2040001083591 ドイツ式アウトドアタイニーハウス宿泊事業 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社イノビオット 1040001107062 子ども向け新たな学びのオンライン教室 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八千代市 東京機工株式会社 4040001020980 建設物の意匠性・コスト削減・環境対応を実現する鋼製化粧型枠の開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市稲毛区 合同会社フォーカス 5040003014690 学習塾から低学力層に特化した「学習支援」事業への新分野進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 株式会社京和建設 9040001082083 橋梁や高速道路の補修工事業から、スーパーゼネコン等が施工する一般建設業分野への展開 末永　浩之

関東 千葉県 市川市 有限会社ＲＵＮ　ＤＯ 5040002042536 タクシーで配送、首都に必要な災害用品の備蓄用倉庫業へ新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ハルヤマ研磨工業 4040001036614 ナノレベルの研磨加工技術を活かした次世代主力製品の生産体制づくり 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 野田市 渡辺農事株式会社 4040001071586 自社生産種子の提供から生産物引取販売までの一元化プロセス構築計画 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社 8011801028964 「脱炭素」を背景に、思い切った鉄スクラップ卸売業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社レイ 6040001080379 ｅスポーツとホテルの融合による新空間の提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社フジックス 8040001045553 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）可能な型枠資材を用いた　持続可能な循環型社会を実現する製造／施工業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 達成工業株式会社 5040001087532 環境改善事業への新分野展開　ウォータークリーン工法を利用したアスベスト除去工事へ挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｋ　ＧＲＩＴ 6040001017059 「設計のデザイン性」Ｘ「工事の再現性」を生かしたコロナ禍のオフィス変革事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 岩瀬ファーム 消費者が美味しいと感じるお米を提供するために生産者が新分野農業ＢＣＰを取り入れて新規展開する精米事業 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ＭＤＹ 5040001084505 オンライン英語とプログラミング教育の実践によるグローバル人材育成 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武市 有限会社鈴木運送 1040002079607 潜在市場の大きい災害用高品質エアーマット製造業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 新和商事株式会社 4040001082591 ＡＩシステムによる需要予測、荷物管理で効率性を引き上げた物流倉庫 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｂ－ｅｆｆｅｃｔ 5010401151163 睡眠医療で日本を元気にする睡眠特化型ホテル 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 千葉県 香取市 株式会社石橋園 8040001063464 伐採した木材をチップ化し発電業者等に販売し循環型社会に貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社オートマジック 9040002002222 中古バイク販売店の強みを活かしたバイク専門のポータルサイト・撮影スタジオの運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡白子町 株式会社鹿間製作所 6040001058945 門型マシニングセンタ導入により大型部品省人化生産体制へ業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 館山市 有限会社吉田興業 8040002101314 当社別荘建築経験を活かした貸別荘業への進出 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ラッキー 9040001007890 ゲームセンター運営企業による「マニア」向け電子部品販売事業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社夢現 3011701015332 飲食業から不景気・コロナ禍でも安定したリユース業への転換 小澤　覚

関東 千葉県 野田市 有限会社食楽フーズ 4040002098653 身近なスーパーでも「本格中華料理」。正楽園をあなたのもとへ。 鳩貝　暢夫

関東 千葉県 八千代市 株式会社マックス食品工業 6010701023219 品質アップが可能なＣＡＳエンジンの導入による食肉加工分野への参入 細谷　和丈

関東 千葉県 我孫子市 みどり歯科 コロナ禍による大打撃、当院のネットワークで地域医療連携グループを構築し、売上Ｖ字回復 税理士法人アーチ

関東 千葉県 八千代市 株式会社歯科サポート 8040001116379 歯科医療機器の買取・販売事業による開院サポート事業 内田経営株式会社

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社ミルフィーユ 3040002016021 コワーキングオフィスを通して女性が労働しやすい環境を創出し女性の社会進出の推進に貢献！ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アクティブブレインズ 8040001009723 ＩＣＴサポート事業からクラウドアプリ販売事業への事業転換 石井　照之

関東 千葉県 南房総市 株式会社Ｒｅ．ＴＳＵＫＵＬ 7040002100317 南房総市再興！日帰り客を引き寄せる宿泊・コワーキングスペース 館山信用金庫

関東 千葉県 香取市 有限会社エイコウ電子 9040002064106 電子回路製造業におけるＳＭＴマシン導入による部品実装の自動化計画 打越　大輔

関東 千葉県 船橋市 株式会社スポリー 8040001077340 プロスポーツ選手と一緒に取り組む双方向性オンライントレーニング事業への挑戦 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社三協リール 7040001002679 世界初のＥＶ充電設備用リール式ケーブル収納装置開発と生産体制構築 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社ユアサデンキ 5040001021276 低温倉庫向け、遠隔監視／制御・自動化・メンテナンスサービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

関東 千葉県 いすみ市 有限会社慶興コムズ 7040002102809 ＰＥＴボトル資源循環事業 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 八千代市 株式会社ＳＯＬＡＳＩＴＡ 4040001100592 都井岬の自然景観にマッチしたオンリーワンなグランピング施設へ業種転換 岩水　真司

関東 千葉県 大網白里市 株式会社シュロの木 9040001106180 新しい働き方を実現するワーケーション対応型ゲストハウスの運営 株式会社エフアンドエム

関東 千葉県 成田市 株式会社旅館大野屋 2040001043281 老舗日本料理店からコロナ禍に対応した持ち帰り専門スイーツ店への転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 船橋市 芳蔵園 直売所併設の規格外農作物を使ったカフェ事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 千葉県 野田市 光立ゴム化学株式会社 7040001071633 アクリルゴム製エコカー部品製造の新分野展開によるＶ字回復計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社柴崎製作所 2040002046300 「抜型」製造業から、ＣＡＤ製図・金属刃の曲げ技術のノウハウを生かし、ＬＥＤ導光板（照明＋看板）製造事業への挑戦！ 亀有信用金庫

関東 千葉県 市川市 ブランニューアセット株式会社 2040001108695 地域の事業者と連携したファミリー向けグランピング施設の運営 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社カネシメ商店 5040002077912 九十九里名物を食卓に！みりん干しレトルト化による新分野への挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 信栄開発株式会社 6040001055653 安心・安全素材で愛犬に特別なドックスイーツブランドを新分野展開 株式会社京葉銀行
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関東 千葉県 船橋市 株式会社カワヨシ 8040001024185 商品（モノ）から体験（コト）へ、バッグメーカーがアウトドア業態へ挑戦。 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ケイ・チーム 7040001068778 既存事業の人脈でプロを確保！レッスン付きシミュレーションゴルフ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社蓬莱屋旅舘 9040001074287 老舗温泉旅館によるワーケーション市場への新規展開 野竿　健悟

関東 千葉県 成田市 株式会社町山製作所 1040001044925 アルミ缶の完全リサイクルと本質安全化に向けた技術革新と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 千葉県 八千代市 有限会社笠間製作所 5040002028857 複合加工機とデジタル化により、高難度・大型機械部品を地域中小企業連携で生産する体制を構築 東京東信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社小林断熱 4040002004388 ラッキング工程の内製化による断熱工事の完全内製化・新市場開拓 北村　亮太

関東 千葉県 野田市 株式会社小林通信 2040001071638 ディスプレイガラス加工で培った技術を生かし光学製品向けガラス印刷加工への挑戦！～小林通信流事業再構築～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 東亜商事株式会社 1013301037056 ＩｏＴ／ＡＩを活用したフォークリフトバッテリーレンタル事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 株式会社山崎工務店 3040001073947 温泉付き・地域連携サービス付きオールシーズン貸別荘事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 長生郡長生村 サンライズテック合同会社 6040003008205 顔写真１枚からのメタバース用３Ｄアバター自動生成サービスの展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 船橋市 古谷式典株式会社 8040001018609 小規模葬儀専用の斎場運営による小規模葬儀やオンライン葬儀等の新たな葬儀様式の提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社具志堅カンパニー 5040002043162 沖縄居酒屋から「沖縄ブランド牛を売りにした焼肉店への事業転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社メディアライツ 5040002088265 好アクセスの立地で体験学習型のキャンプ場を新規オープン 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 大橋機工株式会社 1040001066787 自動化設備導入と独自生産管理技術による製造方法の転換で大量生産部品製造へ進出 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ＷＩＮＮＥＲＳ 1040001041757 中小・零細建設事業者のＤＸ化推進プロジェクト 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社高橋工業 1040001084913 水道インフラ整備事業への参入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 巧鉄構株式会社 2040002057405 ヤードを利用した「ハブ工場」としてのワンストップサービス 矢野馬　通永

関東 千葉県 八街市 有限会社建秀 1040002063486 ３Ｄショールームを使ったオーダー家具製造小売への事業展開 萩口　義治

関東 千葉県 香取市 株式会社ＴＯＭＵＲＡ 4040001106425 うなぎ掴み取りと稲作を中心とした体験型観光農園への新分野展開 伊藤　誠一

関東 千葉県 八街市 株式会社カネタタカヤス 4040001047578 持続可能な農業の実現に向けたフードロス製品製造と販路拡大への取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社アイベックスガーデン 9040001103095 リフォーム相談ができるガーデニングショップおよびカフェ事業 水谷　弘隆

関東 千葉県 白井市 有限会社星鉄工所 1040002057851 グリーンエネルギー分野向け長物・超合金の効率的加工による新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社丸恭 3040002087830 業界初のＨＡＳＳＰ認証の生産と経営革新 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 株式会社ハートプランニング 2040001015446 暮らしの楽しみと快適を支援する、便利屋オンラインサービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ＪＭ不動産 7040001092729 ＩＯＴで実現する、非接触型九十九里プライベートドッグリゾート 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社セフティランド 8040001046171 「太陽光パネルリサイクルプラント」の新規開発と、それを用いた「リサイクル推進事業」「ＳＤＧｓ」への取り組み 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 銚子市 飯田水産株式会社 7040001062863 戦略的提携による新商品の開発、「卸売」から強みを活かした「製造加工」分野への本格参入 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 柏市 グリーンテック株式会社 8040001069115 法人向け観葉植物レンタル業からグリーンを通じた個人・家庭向けヘルス＆スペースデザイン業へ 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社にっぽん商 2040001102368 分離可能エコキャップ製造機械代理販売並びに同エコキャップ加工製造販売事業 柏崎　裕介

関東 千葉県 千葉市中央区 グリーンカプセルコーポレーション株式会社 6040001016218 提案力強化と人材育成で既存事業と相乗効果を発揮する自社倉庫の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 館山コンクリート株式会社 1040001073825 自社保有不動産を有効利用し、地域社会に貢献する社会福祉事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 山武市 有限会社小川荘 5040002079413 合宿特化の旅館から、ペット同伴型ワーケーション・ペット同宿ホテル事業へ新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 山武郡横芝光町 有限会社グループホーム光 4040002084059 公助から共助・自助へ　介護予防の運動特化型デイサービス 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 スケマサコーヒー セントラルキッチン＆健康的菓子製造卸売業へ業態転換 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 千葉県 茂原市 株式会社サンアイク 4040001060052 入庫から引渡しまで１時間！クイック鈑金 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 特定非営利活動法人全国生活支援機構 5010005016457 高齢介護で培った介護力を生かし障害者グループホーム新規参入 高橋　勤也

関東 千葉県 東金市 総武機械株式会社 8040001057235 食品包装印刷機・貼合機の製造技術を活かしＥＶ用電池市場へ参入 佐々木　洋平

関東 千葉県 船橋市 株式会社ニチオン 1040001018326 鋼製小物職人技術を活かした内視鏡下耳科手術器械の開発と市場開拓 船橋商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ギークプラス 2040001101403 物流プラットフォームシステムによる、物流クラウド化の実現事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮｉｎＮｉｎ 2011001106865 旅行販売及び宿泊施設の予約システムＤＸ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 ワイケーホールディングス株式会社 7040001072391 タクシーが高齢者の買い物を手助け（タクシー移動販売業の挑戦） 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ケイトオブ東京 8011001064620 プランドベースドフードをもっとスマートに！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 北区 焼肉家セパラン ＥＣサイト構築による「お肉のブーケ」のネット販売事業 古賀　雄子

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂｌｏｏｍ 3011001091033 総合エステ事業（２店舗）への参入 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ＡＮＢＹ 4011001132950 ウィズコロナ型・会員制ビジネスマッチングＢＡＲの新規開業による業種転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 渋谷区 アシスト・ジャパン株式会社 7120001112676 イベントトータルサポート事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 一般社団法人みらいと 9011005006683 車椅子のご家族と過ごす「バリアフリー」アウトドアキャンプ場 瑛智税理士法人

関東 東京都 江東区 有限会社アド 8011602021474 ＢｔｏＣ向けオリジナルデザイングッズのＷＥＢ受注生産事業の立ち上げ 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人日本クッキング・パン・ケーキインストラクター協会 7130005015536 料理教室の個別化及びオンライン化、アレルギー対応食品ＷＥＢ販売 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社石川 8030001067251 フランス郷土料理メニューの冷凍自動販売事業 城北信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社村上商会 2010601015864 卸売業の仕入れルートを活かしたメガネレンズ専門小売店を立ち上げ 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 サンディテラス ウイズコロナ時代にマッチした「オタクカフェ」アイドルプレート販売 瑛智税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ブロードウォッチ 8010401071747 スマホ連動メモリーカード記録型超小型カメラの製造工程の国内移転 堺商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社ＰＡＲＡＩＳＯ． 1012301009453 リアル＋オンラインを組み合わせた健康トータルプロデュースサロンへの新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 江東区 申和国際株式会社 5011501023748 完全個室サテライトオフィス事業とダイニングＢＡＲによる新分野展開 株式会社キクチカラ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＲＳ 7010001203692 ３Ｄファッションブランドの創造と　ＮＦＴ技術を活かした　バーチャルファッションマーケットへの進出 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室

関東 東京都 港区 株式会社ＬａＶｉｅｎａ 1010401128149 血糖値上昇を可視化！栄養指導事業から健康デリカテッセンへの新展開 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ユーストン 6010901036276 ブライダルリングを中心としたジュエリーの受注販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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関東 東京都 町田市 有限会社ユーキ 4012302004987 初の焼き菓子自社製造とギフトパック商品開発・販売の新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 町田市 有限会社三汪電機 5012302002123 電気自動車溶接ロボット用ワイヤーハーネス製造施設の拡張計画 上田　和彦

関東 東京都 中央区 株式会社アルヌワブラン 7010001196210 スマート手土産によるギフトＥＣへの新規参入 よつば税理士法人

関東 東京都 昭島市 株式会社春クリーン 5012801009783 「ライブコマース」と「モデルルーム」を用いたカーテン販売事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 台東区 ファーストステップ合同会社 2010503005807 最新ＥＣ技術を構築し抹茶の良さを日本に広める為の業種転換事業 梶山貴規

関東 東京都 渋谷区 株式会社リブロ 7011001117288 広告代理店が挑む！「地域の健康」に貢献するパーソナルトレーニング事業による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 西東京市 一八亭 「イタリアン×ラーメン店」オリジナルメニューの通販事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社マーベリック 6011701009694 警備業界の生産性向上のため、研修動画教材の製作と販売体制の構築を行う 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社寿し常 1013301045686 店舗依存型脱却に向けてのデリバリー事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 東京都 北区 有限会社Ｋ＆Ｍ 6011502013623 おうち時間、メダカでほっこり癒し計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社ｋｉ．ｈａ．ｄａ 8010001215019 アーユルヴェーダ食品等を製造し、エステ部門との相乗効果を目指す事業計画 株式会社ネクシオ

関東 東京都 豊島区 Ｋａｔａｃｈｉクリエイト株式会社 5013301042829 地元密着の弁当店が作る、食と運動で子供の健康を守る体操教室への新分野展開 野坂　和夫

関東 東京都 中野区 東興株式会社 2011201003697 キッチン用品専門店「オリジナルオーブンウェア」開発でＢｔｏＣ直販事業本格参入へ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 株式会社エスキュー 7010901027472 東京駅店、品川駅店統合と新商品販売及び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 世田谷区 株式会社プロミクスサポーターズ 3010901035479 地域の健康ニーズに応えるクオリティーと利便性を備えたインドアゴルフスクール 延平昌弥

関東 東京都 豊島区 公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会 9013305001760 児童演劇を従来のリアル観劇に加えライブ＆アーカイブ配信で提供する業態転換 税理士法人昴星

関東 東京都 町田市 株式会社クラウドサービス 2012301008578 地域の事業者を応援するオンラインショッピングモールの展開 町田商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社サイオ 3011001008516 国が推進する在宅勤務・在宅学習を後押しする貸しスペース事業 齋藤　泰行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡＣＥ　ＢＬＵＥ　ＪＡＰＡＮ 8011101071541 パティシエのいるカフェ＆デリバリー・テイクアウト専門店 齋藤　泰行

関東 東京都 渋谷区 いっしょに税理士法人 9011005006816 円満廃業のオンラインプラットフォーム さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ユーセイ・プロモーション 9011001114812 催事販売店事業による事業再構築 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 北区 藍熊企画合同会社 9011503003810 地域初！高齢者・地域の食卓を彩る中華まんミールキット製販事業 草加商工会議所

関東 東京都 大田区 東京蔵屋敷 高級住宅街に住む主婦に、日本各地のこだわりの食材を届ける移動販売 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 スタークス株式会社 9010001148226 【コール市場の課題解決】電話対応　ＤＸ化サービス＜コールプラス（仮）＞ 丸山　悠由

関東 東京都 港区 株式会社ワダネットワーク 6010401066575 マチュア（成熟した大人）向けオンラインサロンサービスの開設 須永　達也

関東 東京都 千代田区 株式会社ニューロベイス 4010403007174 製造業の営業活動効率化を実現する画期的スマホアプリ事業 廣野　希

関東 東京都 町田市 有限会社Ｓ・Ｕ・Ｃ 2012302008214 貴金属やブランド品の買取専門店を開店しリユースビジネスを展開 須永　達也

関東 東京都 あきる野市 イタリア食堂　共正製作所 食をツールとして新分野に参入しその先の持続可能な社会めざす 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 遺贈寄附推進機構株式会社 6010401140850 スマートフォン活用による相続する家族がいる高齢者を対象とする家族受取信託事業 瀬戸　正人

関東 東京都 新宿区 株式会社乙栄商会 3011801028119 『共感の数が共創を生むクラウドソーシング』による新分野展開 山田　盛史

関東 東京都 町田市 株式会社ムーンギターズ 7012301008111 プロも愛用する老舗エレキギターメーカーが挑む顧客目線のコロナ禍改革 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ウッドフィールド 9013201018594 リフレッシュ＆眼精疲労を回復！ヘッドスパ事業の開始 塩津　友輝

関東 東京都 武蔵村山市 ｍｅｇｎａｉｌ リラクゼーションから１０名以下の地域密着型通所介護事業でＶ字回復 三島　裕美

関東 東京都 台東区 株式会社全国農村教育協会 3010501006616 日本の農業に貢献する病害虫のデジタルプラットフォーム事業 水野　文男

関東 東京都 あきる野市 有限会社鈴木電機 6013102002056 増加する水害による農作物保護及び人身事故防止のための水門遠隔操作システムの開発 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 株式会社ジャングルジャムプロモーション 6011001052783 最新のデジタル映像機材でクライアントの顧客を感動させ事業を再構築 森藤　啓治郎

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＮＧＯＳ 4011101045045 自社倉庫を有機食品加工に特化した加工流通センターへ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 5011101087771 健康志向の需要を捉えたヴィーガンフードの提供による事業転換 須永　達也

関東 東京都 中央区 有限会社勝企画 4010002018523 炭火焼きバーから高級おばんざい料理専門店へ、ＥＣ販売にも対応する事業再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 中野区 ＢＣＭ株式会社 8030001111125 地域密着型、体験スペースサロンとサウナキットのレンタル＆設営サービス 伊藤　文彦

関東 東京都 港区 株式会社プチトマト 8010401148454 感染症対策を意識したステーキハウスの開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＴＥＯ 3010903005174 映像制作による集客を活用したＥＣ（電子商取引）での収益拡大 さわやか信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社園部 7010801006353 山荘のワーケーション対応による苗場地域再振興計画（苗場と共に、スキーと共に） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ディレクターズ 1010601035392 個人料理家向け、料理動画の撮影配信支援サービス 塩津　友輝

関東 東京都 小金井市 ハレク 美顔器・美容液販売及びメイク・スキンケアサービスへの挑戦 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 東大和市 株式会社双蹊 4012801010164 運送業の経営資源を活かした小売事業で武蔵村山北部の買物難民にお役立ち 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 エスジェイプラス株式会社 1013301043913 本物の演劇と飲食を楽しめる体験型飲食店へのリニューアル計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 多摩市 刺繍工房エテ ＩＴ導入で新時代に貢献する非接触型ミシン刺繍教室の開設 多摩信用金庫

関東 東京都 小金井市 株式会社ＲＹＯ 4012401031354 日本初の感性に訴えるセンサリーラベル輸入販売へ業種転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 ブルームインターナショナル株式会社 8010701031203 新技術による画期的な出張ホイールコーティング事業の開始 伊藤　洋介

関東 東京都 世田谷区 株式会社プレーン 3010901010696 ものづくりをワンストップで支援！ポストコロナに向けた設計・試作・量産への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 町田市 西原静奈 宮古島宿泊付きマリンレジャー事業への業種転換 町田商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社三笠会館 4010001058017 ＥＣ商品拡充と販売チャネル多様化による生産性向上 唐澤　昌敬

関東 東京都 品川区 株式会社ディスカバリーコア 7010701022525 イージーオーダー型展示ディスプレイの開発販売による新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 町田市 アフロディ株式会社 7012301009456 新しい画質を求める新市場向け高画質ディスプレイ用測定機器の販売 町田商工会議所

関東 東京都 世田谷区 米津裕二郎 Ｄｏｌｂｙ　Ａｔｍｏｓ音源制作用設備の導入 牛島　幹夫

関東 東京都 大田区 株式会社クリエイティブリサーチ 1011601014510 ウィズコロナに対応したテイクアウト専門唐揚げ店への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ 4011101000636 日本語能力測定試験ＤＸ化と海外配信を含むオンライン授業体制構築 税理士法人ＹＯＵ
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関東 東京都 目黒区 ロイヤルボタロマ コロナ需要を取込むリラクゼーションエステから痩身エステへの新分野展開事業 米森　達也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワシントンビル 3011001024678 強みである高級中華料理を無添加で差別化し通信販売事業へ進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社とみをかや 7010001072898 コロナに勝ち残る結婚式施工受託とフォトウェディングの導入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 練馬区 ヨシクリエイティブカンパニー 非接触型チケット発券・代金回収アプリの開発及びシステムの運営管理 植木康彦

関東 東京都 品川区 インターロック株式会社 4010701000946 お墓保守管理のサブスク及びメモリアルサービス事業の展開 谷　進二

関東 東京都 世田谷区 株式会社コモード 9010901029021 システム化と衛生に配慮されたＦＣ焼肉店の加入により早期に売上を回復させる新店舗展開 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ミラレソ株式会社 9011001141055 アーティストコラボレーションプラットフォーム開発 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社伊藤康一 6010501033005 下町情緒溢れる人気商店街で取り組む芋スイーツ販売事業 株式会社大三経営事務所

関東 東京都 江東区 有限会社筑波南開工芸 7050002020051 最新鋭のＮＣルーター導入により先端デジタル技術を活用した新製造方法の確立 速水　健二郎

関東 東京都 品川区 株式会社アリエッタエフアンドビー 1010701023388 テラス拡大で「朝市」と「テレワークスペース」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 豊島区 株式会社ウェルトレーディングサービス 2013301025803 自社所有物件の改修によるレンタル撮影スタジオの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社おおきに 2011001098186 居酒屋から昼業。百名店ラーメンの店舗・デリバリー提供によるＶ字回復 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｌｏｔｓ　ｏｆ　ｐｏｃｋｅｔｓ 5011001054707 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「器のある暮らし」運営・食器直販事業 税理士法人ＴＲＡＣＫ

関東 東京都 新宿区 株式会社ｂｅｔｗｉｎ 2011101084986 ネットではできない空間で魅せる、ライフスタイル提案型実店舗 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＮＯＷＩＳＴ株式会社 5011601021791 介護業界での「採用のＤＸ化を促進するツール」の提供 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 一般社団法人日本のＳＡＫＥとＷＩＮＥを愛する女性の会 5010005025516 一般社団法人日本のＳＡＫＥとＷＩＮＥを愛する女性の会 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 ＴＯＰ内装工業株式会社 1010801028097 コロナ禍で市場が伸びているペット用品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 世田谷区 有限会社ミルキーウェイ 6010902014974 「“おもてなし”から“癒し”」へ婚礼業界からペット産業への試み 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 渋谷区 株式会社慎 7011001092977 妥協なき作業と最新設備で作るテイクアウト＆取り寄せ「うどん」の提供 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＦＩＶＥ 8010001170718 感染症対策を徹底した完全個ブースオーガニックヘアカラー専門店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 墨田区 フレイム 居心地の良い個室でのセルフエステサービス提供事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社セル 8011003006182 都心に立地する高級焼肉店 西河　豊

関東 東京都 江東区 株式会社シーインフィニート 2010601052651 完全個室のお悩み解決ヘッドスパ＆トータルビューティーサロンの出店 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 港区 ＲＰＭ．株式会社 7010401099087 秘伝の水炊きスープを活用したラーメン専門店の新規出店計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 有限会社エトフ 5011002001435 オウンドメディアの新設によるコンテンツマーケティング販売への転換 並木　知紀

関東 東京都 中央区 ＳＰＩ株式会社 3010001127747 テレワークに適し働き方改革を実現するＩＴ企業特化支援システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｖｏｇｕｓｔｙ’ｓ 8010901044186 撮影スタジオを併設したヘアメイク着付サロンの展開 世田谷信用金庫

関東 東京都 中央区 上月館株式会社 1340001005137 自社録音スタジオを設置しての一貫製造による音声データ提供事業 鈴木　正子

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｓｏｌｂｉｎｏ 2013201018171 新成分を配合した「美と健康のＷ機能性表示食品」の開発と販売 株式会社横浜銀行

関東 東京都 国立市 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｆｏｒｃｅ 3010401067353 デリバリー専門飲食店への業種転換に係る事業計画 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 台東区 株式会社共履 5010501004403 コストリーダーシップ戦略による靴とカバンのＥＣ販売事業への転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 江東区 ＭＲ．ＯＬＤＭＡＮ　ＤＩＮＥＲ テイクアウト・宅配向けタコス専門事業によるコロナ禍の業績回復 北村　亮太

関東 東京都 品川区 株式会社アッタデザイン 5010701031032 受託制作から小売り業へオーダーメイド絵本とグッズの開発・販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 有限会社カロッツァ 8011102014557 音楽のプロが監修する動画クリエイター向けの最適な音源販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社ＲＯＵＴＥ１０ 4010401149464 麻布十番初の無料託児付き「セルフ脱毛＆ハイフ」サロンの運営 越智文夫

関東 東京都 江東区 株式会社サピエント 2010401101542 オンライン接客システム＆説明型人材パッケージ商品の販売 経営サポート株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｔｅｎ　Ｂｕｒｇｅｒ 6010401116685 お客様のウェルビーイングを実現するファスティング事業への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 目黒区 ソルース 非接触でセルフメンズ髭脱毛を提供 加藤　丈博

関東 東京都 中央区 合同会社ＮＥＷ　ＬＯＤ 4010003027589 社交ダンスに特化したＷＥＢメディア事業 髙司　浩史

関東 東京都 港区 株式会社ＵＮＯ 5010401073135 獣医と共同開発したペット向け健康食の製造・販売事業 盛澤陽一郎

関東 東京都 港区 株式会社ｋｉｓｅｋｉ 3010401134847 日本の口腔衛生を革命的に向上させる学びの場「オーラルケアカレッジ」事業 近藤　洋史

関東 東京都 新宿区 ゴッズ ライブ・トークイベント等のための設備・スペースの提供、企画運営、映像配信事業 東京信用金庫

関東 東京都 練馬区 エムズボックス 対面接触型サービス事業から、ニッチ市場向けアパレル事業への転換 櫻井義之

関東 東京都 新宿区 株式会社クレピア 1011101054239 昆虫タンパク質ドッグフードのドロップシッピング戦略 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 三鷹市 株式会社ティーワークス 4012401024382 防水工事から遺品整理・不用品回収サービスへの新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 台東区 合同会社寛ダイニング 9010503005189 宮崎アンテナショップ兼宮崎郷土料理店の新規出店 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社日本ブレイス 1010001146815 処方された薬がどこの薬局にあるかすぐにわかる「お薬マッチングアプリ」の開発 森田　昇

関東 東京都 港区 Ａｇｅｎｔ　Ｃ ＮＹ発・最新アパレルをトラックでお届け！移動販売車で小売進出 株式会社クロスタウン

関東 東京都 千代田区 プラスワークス株式会社 7010001124410 銀イオンにおける清掃事業 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 ＪＹＪサンブリッジ株式会社 3010601042478 インバウンド旅行事業と付帯する民泊事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＤＧＥ 9011001101406 ダイエット特化型低酸素パーソナルジムへの業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社日本労務研究所 6011101024550 マルチタスク管理システムによる業務の質向上と労働時間適正化支援事業 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 足立区 株式会社エボリューション 5011801020718 環境配慮型工法「ホットジェブロ型工法」導入による「床」美観復元洗浄事業立ち上げ計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 新宿区 株式会社クロエル 4011101073698 雇用を創出し続けるコールセンター事業の展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 昭島市 昭島段ボール工業株式会社 9012801001836 小ロット特注品に対応した段ボール製造装置の導入と新規顧客開拓 青梅信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社藤屋 9011201019258 きちんと美味しいものが、きちんとあたりまえに並ぶ惣菜・食料品店の開業 早川　聡

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲＥＥＮ 5010401097968 異文化理解及び多様性教育の会場集合型研修のオンライン化 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 4010401093051 海鮮料理のおいしさを店とＥＣのオムニチャネル提供計画 新谷　和宏
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関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＥＣＯＭＯ 5010901044024 オンライン面接に特化した採用面接官トレーニング 城南信用金庫

関東 東京都 港区 オフィスながも株式会社 3011001107540 テレビ番組制作ノウハウを活用した撮影スタジオレンタル事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＯＩＮＴ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 5010701032253 対人接触０！コロナ禍での新ニーズを見据えた脱毛サロン事業への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 有限会社グロウアップ 4011102028949 マーケティングコンサルティング事業計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ザガット 3011301016598 名物「のどぐろの原始焼き」をご家庭に。セントラルキッチン導入でＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 練馬区 有限会社スイングハート 5013302021154 オンラインライブ・動画配信可能なスタジオレンタル事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社クロンティップ 6013301017400 「水フィルター式空気清浄」の製造販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 足立区 アルキミア合同会社 7011803001540 人材紹介会社向けシステムの構築による新事業展開の実施 瀬尾　公一

関東 東京都 練馬区 ジュピターストーン 占星術の王者「算命学」の鑑定ノウハウを生かした開運インテリア事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 有限会社オーセンティックシュー 1021002026674 自社ＥＣサイトを構築し、新サンダルブランドを直接顧客へ販売 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 株式会社たかとら 4011001052430 脚本業から企業ＣＭ（映像）政策への業種転換 フォワードシップ経営株式会社

関東 東京都 新宿区 ＤＸコーポレーション株式会社 6011101069249 コロナ下で需要高まる個室提供型宿泊業へ新分野展開！ 稲葉　順一

関東 東京都 港区 株式会社ＲＹコーポレーション 4010701019607 新規性の高い北イタリア料理の冷凍食品を軸としたＥＣ事業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ＳＮＳリアルエステート株式会社 4010001163279 ＬＩＮＥ活用による非対面・非接触・無店舗での不動産仲介事業の進出 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 新宿区 チャイナリニア株式会社 5010401065735 オンライン授業参入及び授業のマッチングサイト構築と学習塾展開」 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＲＩＳ 1011301022160 ＬＧＢＴｓ当事者と課題解決企業をつなぐプラットフォーム開発 北野　真聖

関東 東京都 港区 株式会社ビック・バン 9010601037084 昼営業主体の選び抜いたラムを主商品とした「生ラムバーグ」の新規事業展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディグズ・グループ 6011001045936 音楽制作スタジオレンタル事業（２４時間無人化による定額会員制レンタルスタジオ） ＭＣ税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社アメリカンホリデーズ 7010601042466 ポストコロナに対応した国内向けフォトウェディングサービスへの新展開 西川貴人

関東 東京都 港区 株式会社ＭＨグループ 8010401113210 旅楽ＦＬＡＳＨ 相馬　隆行

関東 東京都 新宿区 株式会社ゴールドエイジ 2013301038276 出版事業者が挑む漫画ＮＦＴプラットフォーム事業の新規開拓 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 色彩活用研究所株式会社 8010401127680 ユニバーサルカラーの啓蒙と実務直結型講座検定のオンライン提供 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 中央区 株式会社力々堂 7010001116861 蕎麦粉の自家製粉所の開設と手打ち蕎麦の体験教室の運営 野竿　健悟

関東 東京都 渋谷区 ＥＧＡＷＯホリスティックヒーリング オンラインスクールとＥＣサイト構築による非対面型ビジネスへの参入 杉田　浩二

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人ありがとうショップ 9011005007558 障がい者のスキル活用を目的とした専門クラウドソーシングサービスの展開 ローズマインド株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エフスタイル 7010401145147 旅マエにフォーカスした情報配信サービス（ＳＮＳ運用代行、予約機能、ＥＣ機能） Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ａｄｅ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サブスクモデルのメンズ専門セルフ脱毛サロンの新規展開 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｐｅａｓ 2013301032279 人気『クラフトカレー』生産拡大による食料品製造販売事業の開始 工藤　桂

関東 東京都 世田谷区 株式会社テイクオフ 8010401085251 大衆居酒屋が高級志向和食料理店に新分野展開する事業計画書 大原　健佑

関東 東京都 江戸川区 アイ・アール・エイチ株式会社 6011701012839 人や環境に無害な害虫駆除製品の効果持続性を４倍とする新製品の製造・量産によるＶ字回復 本澤　智

関東 東京都 足立区 株式会社ｚｏＮｅ 2011801034225 通信営業代行業からエステ事業への新規事業へ挑戦 合同会社岩元事務所

関東 東京都 新宿区 ＬＡ・ＢＨＥＮ＆ＣＯ株式会社 1011101096454 ＳＤＧｓに取り組むコスメブランド（ＣＮＦ化粧品中心）の創設 櫻井義之

関東 東京都 町田市 株式会社藍工業 8012301000174 高耐久木材を使った建材の総合事業への転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 調布市 ウンターフエマー チアスポーツ盛んな調布から湧き起こす国内チアユニフォームの質的革新 昭和信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社イーライツ 5010701036799 伝説の味が自宅で楽しめる、冷凍食品販売事業 宮田　大

関東 東京都 大田区 Ｅ－ｃｕｓｔｏｍ 完全非接触＆個室型トレーニングジム　Ｈａｎｇ　ｏｕｔ 松本　圭介

関東 東京都 日野市 有限会社大政鮨 7013402000345 大政ＩＴ事業化計画 株式会社レヴィング・パートナー

関東 東京都 中央区 株式会社鳥藤 2010001052145 一般顧客向け惣菜ショップ立ち上げによる新分野展開事業 江東信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社Ａｗａｒｄ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ 3020001107921 社内で動画制作が行えるＢｔｏＢの動画制作スクール 井上大輔

関東 東京都 豊島区 鍛え処　うらまつ トレーナーとマシーンを独り占め！パーソナルスポーツクラブ 林田玲子

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌ’Ａｇｉ 1011001127061 ＹｏｕＴｕｂｅを活用した動画マーケティング支援事業への参入による業種転換 井上大輔

関東 東京都 荒川区 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 7011501019744 【小売】【広告】から女性雇用創出を通じた　【リラクゼーション事業】への業種転換 星野　智昭

関東 東京都 世田谷区 有限会社エクィップ 2010902002371 ４０代～６０代の中高年女性向けエステサービス 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 合同会社らしさ 2010903002222 新規物販事業を立ち上げ、施設通所障がい者に卒業後の進路を確保する 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社スポーツオーパカイト 4010001020488 リーズナブルで高品質なペットフード事業による事業の再構築 中居　広行

関東 東京都 港区 株式会社エレメンタルトリニティ 1010401148048 清潔で快適、お世話が楽になる新習慣「エステの介護脱毛」 株式会社クロスタウン

関東 東京都 渋谷区 株式会社デターミンド 1010401111410 ３Ｄプリンターとヘアメイク店の強みを活かした創作ジュエリー事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＯＭＯ 8011001119647 ライトリフォーム事業へ参入の為に研修施設構築及び工具の購入 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 まる宏商店 青果店からセントラルキッチン設置の小型惣菜店へ食品加工を　通じた「中食」向け新商品形態販売事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社ＴＭＣ 4011201017919 デザインカードと麻雀を組み合わせた新しいゲームの開発と新展開 角陸　伸彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社太田屋氷室 4010902003285 氷卸業のノウハウと技術を活かした、オリジナルかき氷店出店計画 芝信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社デジタルジュエリー 9013301010385 ＳＤＧＳを考慮した一気通貫Ｄ２Ｃ製造小売業ジュエリーオーダービジネス 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 瀧仙堂 整体業へのＩＴ導入による潜在客への訴求力と拡大強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＩＢＵＱＬＯ 5013301038042 ジビエ肉の取扱いノウハウで、高級ジンギスカン焼肉店の開店 東京信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社堀之内 1010102006331 鮨店の新規出店による新分野展開事業 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ルネール 5010001104538 東京浅草の洋食店によるオリジナル開発冷凍食品の全国展開 森安　高広

関東 東京都 港区 トップコート すっきりくびれを作るボディシェイプ矯正ブラ　コロナで弛んだ体改善プロジェクト！ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社アールアンドデー 1010501023919 靴のお手入れ用品・修理専門店がＶＲ店舗へ業態転換 税理士法人新宿総合会計事務所
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関東 東京都 中央区 株式会社パスラン 1011001059305 非対面による人材マッチングシステム構築事業 安藤　幹根

関東 東京都 千代田区 株式会社ブランニング 3010001219338 日本初！オマール海老を使ったラーメンのインターネット通販事業の推進 野竿　健悟

関東 東京都 目黒区 株式会社ウエストサバンナストリート 6013201012583 セントマーチングアバベリーを主材料とした、高付加価値洋菓子の商品開発と販売事業への業務転換 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社マーキュリーズ 8013101005669 既存店舗のブランド・ノウハウを活かしたオリジナル製品の開発・販売 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 株式会社興栄 9010001124813 着付けグランプリ優勝の実績を活かした新感覚着物製造販売 松尾　基司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ローランドコーポレーション 5011001035657 ＴＯＥＩＣ　ＩＰテスト及びＴＯＥＩＣ対策講座のオンライン化事業 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社サンクリエーション 7013301034915 「新・えがおビューティ体験」のサービス展開、えがお洋品店の「予約制完全貸切店舗」 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ワークハピネス 7010401095631 オンラインでの効果を最大限に引き出すゲーム型社員研修プログラム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 ＢＬＡＵ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｍｐｌｅｘ株式会社 6010401096424 先進的なデジタル３Ｄプリンタで製作したディティールアップパーツをプラモデル市場で販売します。 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社デキマスワークス 7011201021067 新分野展開によるスケートボード事業の新設に係る事業計画 有限会社ＴＦＰマネジメント

関東 東京都 足立区 有限会社ティーケイハート 3011802026377 美と健康をテーマに心とからだを癒すリトリート施設Ｎａｍｕｙａの開業 株式会社エモーサル

関東 東京都 江戸川区 ＨＩＤＥＧＬＯＲＹ 地方創生に貢献「空き家再生コンサルティング」事業 林田玲子

関東 東京都 千代田区 ＪＩＣＯＯ株式会社 5010001152157 テレワークにおける生産性を向上させる３Ｄコミュニケーションシステム ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 江東区 寿産業株式会社 5010601002216 当社初の個人向けビジネスとなる、レンタル倉庫事業への挑戦 木口　哲男

関東 東京都 新宿区 ＩＢＣパブリッシング株式会社 8011101048457 「使える英語」のオンライン教育総合事業の構築 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社トライキッツ 9010801008562 マテリアルリサイクルを活用したサーキュラ―エコノミー事業 仙波　洋平

関東 東京都 中央区 株式会社トロワフレーシュ 5010001138957 プロが作る究極の家庭料理を提供、コロナ禍対応のおひとり様向け日本料理店への新分野展開 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 港区 ｍａｋｏｆｏｏｄｓ株式会社 7010401139438 アイデア料理家が発信、コロナ禍の自炊ニーズを満たす「簡単料理のウェブメディア」 石川　麻子

関東 東京都 品川区 株式会社ｆｒａｕ 5010701038580 ＥＣサイト、ｗｅｂ広告用　動画制作スタジオ！ 八重洲税理士法人

関東 東京都 江東区 有限会社スターフェローズ 4010602031909 羽田空港の内のハンバーガー・ステーキ店から、東京自由が丘の大衆居酒屋事業への進出 安藤　幹根

関東 東京都 足立区 有限会社フジタ工務店 3011802017814 建材の余剰材を活用した建材専門フリマサイトによる新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社グリーンバレー 2011501012613 素材と手作りにこだわったシナモンロール専門店の開業 久保　徹雄

関東 東京都 渋谷区 株式会社ダブリューズカンパニー 9120001113532 ワーケーション施設の運営によるポストコロナのライフスタイル提案 株式会社浜銀総合研究所

関東 東京都 豊島区 Ｃｈｉｅ　ｄｒａｍａ　ｓｔｕｄｉｏ合同会社 4013303004183 スピーチ・プレゼンなどのオンライン動画による研修配信システムの構築 幡野　康夫

関東 東京都 中央区 株式会社ネオビクス 4013301020208 敏感肌、アトピー肌向けオーガニック化粧品ＰＢブランド製造販売の新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 杉並区 株式会社ｕｌｕｋａ 5011301023155 高齢のペットの健康年齢を伸ばす、ペットのリハビリ事業 仲田俊一

関東 東京都 港区 有限会社寺内デザインオフィス 8011002035736 クリエイティブディレクター発、職人の魅力を引き出す美術品のような工芸品ブランド立上げ 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ラボランド 1011101026799 電動マウンテンバイクを利用したローカルガイドサイクルツーリズム事業 サン共同税理士法人

関東 東京都 調布市 株式会社スパンキー 9180001102711 学習塾にｅ－スポーツ教室を併設し、子供たちの学習意欲を高める 児玉　直樹

関東 東京都 目黒区 株式会社マチェーテ 9010401112698 「教えたい人」と「学びたい人」のマッチング＜マナボウ＞システム 東京商工会議所

関東 東京都 西東京市 株式会社ムース 2012701003897 北投石と地産地消を取り入れた世界初製菓製パン製造での新分野展開 佐藤　健一

関東 東京都 板橋区 株式会社喜芳園 3011402007109 現代の消費者ニーズに対応した観葉植物の体験型販売サービス事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社のりしろ 3013301044876 設計事務所のりしろ、働くショールーム計画 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ヒットロックス 5011301011985 移動美容室及び介護者利用車両改造に関わる改造工事全般 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 シューマ 創作イタリアン・スパニッシュ料理のテイクアウト専門店　さんかくや 西河　豊

関東 東京都 新宿区 株式会社ディプレ 9011101047648 社会人教育ノウハウを活かし児童の自立学習を促す学習塾への進出 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 台東区 大輝電装株式会社 9011801033831 電気工事力を活かした空調工事事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 Ｈ　ＶＩＥＷ株式会社 5010001196121 最高級溶岩石を使ったヨガスタジオの新規事業計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＶＥＮＩＲ 9010001135174 コロナ禍に上昇する男性美容意識を捉えたメンズ眉毛サロン事業への新分野展開 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 大田区 有限会社チルファクトリー 9010802009353 高級輸入家具販売及び家具展示場を兼ねたレンタル撮影スタジオ運営 下地　貴之

関東 東京都 東村山市 合同会社ふくわうち 9012703001967 超高齢化が進むニュータウンの生活圏内で提供する、　地域密着型生活サポートアプリケーションＡＳＰ 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 立川市 株式会社エンジョイライフ 4012801010230 地域と連携してオリジナルのハード系パンに強みを持つベーカリーを出店 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社クオリアート 8010001020798 美術鑑賞に新たな基軸としてのオリジナルＶＲ美術館の作成 五味田　匡功

関東 東京都 台東区 東高通信工業株式会社 8010501008582 一般民需市場進出のための全自動射出成形機導入による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 新宿区 亜細亜Ｔｏｋｙｏ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 5011001112092 コロナ禍の市場ニーズに応える貸別荘業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 八王子市 株式会社きらら亭 4010101001009 急速冷凍可能な冷凍庫の導入と事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 品川区 チキンダイニングちりばり テイクアウト＆デリバリーを専門としたエスニック料理店の開店 河村裕司

関東 東京都 中野区 Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 7130001052525 海中騒音を評価するための水中音響記録装置の開発 板倉　麻貴

関東 東京都 江戸川区 サンサール 店舗の味をご家庭で！ネパール料理店が自店製造の冷凍カレー通信販売へ事業展開！ 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社グリップセカンド 5013301029520 セントラルキッチンの新設 シーロムパートナーズ税理士法人

関東 東京都 江東区 ｔｏｋｙｏ　ｔｏｆｆ オリジナルペット用品ブランド『ＤＯＧ　ＬＩＦＥ』立上げと犬用品市場への参入 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社パーソンリンク 6013201018713 システム開発会社による、データ分析を活かした非接触型キャンピングカーレンタル事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 一般財団法人滝井記念財団 5010405009721 日本語学校によるオンライン／対面を併用した人間力育成型学習塾 松尾　基司

関東 東京都 目黒区 株式会社たつみや 1120001135427 ＦＣ本部設立で出店のワンストップ支援と事業継続サポート 税理士法人エンパワージャパン

関東 東京都 新宿区 株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン 4011101021657 旅行事業と持帰り生餃子・焼売店を統合したハイブリット企業へ 内田　哲夫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＶＡＲＩＯＵＳ 5020001082865 布を使って縫うものが作れるＤＩＹ（手芸）ショップ（ＥＣサイト運営） 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ダブルインフィニティ 9011501019494 実店舗をバーチャル空間へ　ウェブアプリ事業計画 観野　健太郎

関東 東京都 千代田区 株式会社トイビト 4010001183376 学問分野に特化したＳＮＳを活用した大学広報支援サービスによる事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社
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関東 東京都 台東区 合同会社オール・ザ・ベスト 3010503005244 コロナ禍で退去が進む商業ビルを活用しレンタル収納事業への参入 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 株式会社クレーター 8011101087629 ＶＩ（ビジュアル・アイデンティティ）を活用した販促物の制作事業 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社栄エンタープライズ 9010501004639 酒類中心の居酒屋からデリバリー対応可能な韓国料理専門店への事業転換事業 藤原　文

関東 東京都 大田区 藤口 オンライン配信事業に対応するサウンドミックスの提供事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ＪＡＶＩＣ 6010001199494 ウィズコロナ時代に対応する人材紹介システムを活用した事業再構築 楡井　宏志

関東 東京都 港区 株式会社２ｉＤ 5011001100089 写真集等のデジタル出版及びタレント向けワークスペース提供 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 株式会社ＮＲＣ 9010601053866 中小企業に優しい「簡単業務効率化システム」開発事業への参入 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 イチニ株式会社 1010001169130 ＡＩを活用した情報発信事業への新分野展開 明治通り税理士法人

関東 東京都 中野区 有限会社トモス 8011202011306 都会の隠れ家海の家風カフェスタンドの開設事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社リバースネット 6010401133458 地域の環境を支える廃棄物処理企業向けクラウド基幹システム構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 渋谷区 株式会社コムフーズ 9011001102676 東京厨房の食堂からカレー専門店への業態変換の実施 鈴木　涼介

関東 東京都 渋谷区 ベレックス株式会社 2010401073071 爪の健康を促進するサブスク型ネイルケアＥＣ事業展開 小原　恭子

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＹＭＳ 3010701039762 ニッチエリアの観光事業者に向けた観光体験プラットフォーム開発 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社サンポウ 2010001169914 看板メニューの猪・すっぽん鍋を通販用に改良しＥＣ事業を立ち上げる。 仙波　洋平

関東 東京都 練馬区 有限会社名東工業 9011602023908 「高圧洗浄事業」への参入による業績Ｖ字回復及び競争力の強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ｓｍｉｌｅ・ｃｏｍｐａｎｙ 5011701016163 冷凍食品・ホットスナックのテイクアウト商品の販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 国立市 株式会社サイバースポーツ 2012801019372 アスリートと企業・個人を繋ぐプラットフォームの開設 多摩信用金庫

関東 東京都 立川市 合同会社ナビゲート 2012803002649 保険事業から障害児支援事業の　放課後等デイサービス（障害児学童）への業種転換 立川商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＡＶＹ 1011001110439 短尺動画クリエイター育成事業（ＴｉｋＴｏｋ　ＭＣＮ事業） 一條　仁

関東 東京都 足立区 株式会社セッキン 7011801022142 から揚げ販売経験を活かした「丸鶏唐揚げ」の開発、中食事業への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 葛飾区 株式会社友進 3011301022761 早い・安いが売りの中華料理店舗業から、ＥＣサイトを構築し、調味料を飲食店への販売を行う 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ＴＳＵＢＡＫＩ 1010401084094 軽井沢の観光客等向けの「和」のアート体験施設でのスクール事業 森　滋昭

関東 東京都 多摩市 株式会社ＳＰＡＣＥ　ＰＲＯＤＵＣＥ 9030001134109 オフィスデザインの建築ＣＧパースを制作しサブスクリプションモデルで販売する事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｊ・ｃｒｅａｔｅ・Ｗ 4011001122019 家具事業のリソースを活用したレンタルオフィス業への新分野展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 文京区 日宝商業株式会社 8010001006194 店舗併設のエステルームにおける美容施術 朝日信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＡＺＷＡＹ 4013301039388 全国１２万社以上の中小零細企業と共に生産性の向上を目指す、不動産ポータルサイトの構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 プロドライ株式会社 1010601048865 個人住宅向け漏水復旧事業実績を活用したＢｔｏＢ向け湿度コントロールサービス事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＳＥＲＶＥ 6010401092200 散骨事業ノウハウを生かしたご遺骨サポート事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 千代田区 株式会社クリエイティング・プラネット 7010001170891 組み合わせで選ぶ、オーダーメイドラスクのオンライン販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 ＫＴ合同会社 8010403010620 同時代的「東京料理」とカカオ商品の提供・販売によるペット・フレンドリーな専門料理店への事業転換と販路拡大 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 京橋白木株式会社 4010001046120 陶磁器制作のオンラインプラットフォーム「ＯＭＵＳＵＢＩ」 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｏｇ 5030001101731 サブスク事業者向け通信機器レンタル業務支援プラットフォームサービス 森　健輔

関東 東京都 千代田区 株式会社ナビット 7010001089876 全国の在宅ＳＯＨＯとＡＩで業界の常識を覆すコールセンター事業 田島　　寛司

関東 東京都 中央区 株式会社銀座磯むら 4010001063685 シニア、ギフト向けアパレル・雑貨・小物のＥＣ事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 北区 株式会社セントラルオフィス北川 9011501019783 障害のある児童のライフプランをサポートする放課後等デイサービス業への新規参入 渡部浩之

関東 東京都 江東区 株式会社サンエイフーズ 1010601033058 焼き肉店のニーズ拡大に応える飲食業から食品加工業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 有限会社スプーン 4010402035829 心の健康サポート　デジタル・セルフメンタルケア　サービス 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ｆｏｒｙｏｕｃｏｍｐａｎｙ 4013301038935 玄米を原料としたスウィーツや玄米茶を提供するカフェとＥＣサイトの展開 森薗　　士門

関東 東京都 中央区 ワン・プレシャス株式会社 5010001182674 女性の隠れた悩みに届け！便臭サプリのＥＣ販売で新規顧客の獲得 坪井　亮

関東 東京都 江東区 有限会社ロジックスアーツ 9010602033776 マシンピラティスで心身健康になる感染防止型のフィットネス新事業 大原　健佑

関東 東京都 品川区 株式会社Ａ　ＤＩＳＨ 1010701037090 自家製野菜味噌の開発と、当社鍋セットのテイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 あきる野市 宇關真白 ＥＣ×古着×リサイクルによる、唯一無二のトータルコーディネート事業 坪井　亮

関東 東京都 調布市 日鋼株式会社 3013401005852 宅飲みを手軽にもつ鍋、ご当地鍋の無人販売 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 北区 大塚　はなおか 全国の国産ワインと契約農家の無農薬野菜を使った総菜テイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 江東区 株式会社山創 7010601056391 スポーツインストラクターの知識を融合した新規制の高いリラクゼーションスペースの構築 高瀬　加奈子

関東 東京都 国分寺市 ロカットサロン 美容室から事業再構築写真スタジオ開設 立川商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＥＳＯＬＡ 8011101052657 韓国カルチャーに特化した貸しスペース業 一般社団法人公益活動サポートセンター

関東 東京都 中野区 有限会社四文屋 4011202010914 最新オーダーシステム導入及び多階層店舗を狙った新コンセプト店舗出店計画 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社クオル 8011002036593 店舗型複合スペース施設のレンタル運用による地域交流活動の支援事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ゼロシステム 5010501033856 ノベル・ゲーム／アニメ／小説クリエーターを輩出する育成教育事業
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 渋谷区 果実店カンヴァス ＳＮＳ集客を活用したリアル店舗とＥＣ販売による雑貨販売事業の開始 盛澤陽一郎

関東 東京都 葛飾区 有限会社リックス 6011802028437 満天の星空を臨む個室露天風呂付きグランピング事業 小田　順

関東 東京都 豊島区 株式会社ＨＩＮＯＤＥ 7030001121950 特定技能者ジョブマッチングシステムサイトの開発・運営 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社萬亮 7010401141195 プロもアマも学べるＥラーニング、バーチャル蔵見学システムの構築 小田喜　敏英

関東 東京都 中央区 株式会社Ｃａｖｅｍｅｎ．ｊｐ 1010001167605 中古車販売店向け最適価格設定支援サービス ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社アベラボ 5020001127570 シェア型レストラン開発による起業支援・運営サポート事業への業態転換 株式会社企業参謀

関東 東京都 港区 有限会社リビングＣＧ 7140002031808 没入感の高い映像コンテンツ配信プラットフォーム事業の開発 猪口　建太朗
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関東 東京都 渋谷区 株式会社コムセント 7011001037478 不動産賃貸物件のＩｏＴによる管理及び内見予約サービス 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社からくり粘土の遊園地社 1011101043167 動画スタジオ付きドローン教室を作る計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社音流 8011001110143 ＡＭＡＹＡ：真鶴町の魚貝販売・飲食サービス及び地域活性化事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｗｅｉｖ 7013201016971 事業再構築計画書　飲食事業“ひるま屋”開業計画 アレシア税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社リデルタ 2011301025419 ペットアパレル向け３Ｄサイズフィッティングシステムの提供 齋藤　信一郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社扶桑 8011801004263 クリエイター向けセミオーダーカスタマイズシールサービスの提供 株式会社阿波銀行

関東 東京都 新宿区 アドバンスドクラウド株式会社 8010001163226 デジタル技術活用の小規模＆個人事業者向けプチ・コールセンター 新都税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社アーツミッション 7011101078091 ウエディング事業への業種転換による原点回帰 税理士法人及川会計事務所

関東 東京都 渋谷区 アゼル オーガニックレストランが手掛けるコーヒースタンドベーカリー 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 双葉食品株式会社 6010501011596 事業収益改善を目的とする唐揚げ事業への新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 東京プチフール撮影スタジオ コロナに負けるな！新郎新婦を応援！フォトウェディング撮影への新規参入 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クロスフェイス 7040001097174 助成金コンサルティングサービスのＤＸ化による助成金申請プラットフォーム構築 株式会社岩手銀行

関東 東京都 渋谷区 ラ・ナチュール パン・菓子製造業への転換による、事業安定及び拡大化プロジェクト 池村　尚弘

関東 東京都 墨田区 株式会社ＹＨマーク 4010601043079 ペット用品をはじめとしたアパレル商品販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 八王子市 美容室レイアロハ コワーキングスペースとしても活用できるグランピングｃａｆｅ 西武信用金庫

関東 東京都 福生市 ハヤシピアノ教室 ハンドベル教室とピアノ、ゴスペル、バンド、ダンスをオンラインとのハイブリッドで行う、ダイバーシティとにぎわいの事業化 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ナレッジエックス 2010701021853 デジタル化動画教材開発サービス 安藤　一彦

関東 東京都 新宿区 株式会社ダニエルズアーク 6011101084826 アフターコロナのオンラインＤ２Ｃ事業「ご褒美×健康」のプロテインアイス開発事業計画書 タックスパートナー税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｂ２Ｂ 9013301042247 歌舞伎町で培った経営スピード感を男性美容市場でも！セルフ型メンズ脱毛サロンでＶ字回復！ 森　憲一郎

関東 東京都 豊島区 株式会社アイ・コーポレーション 2013301026041 不動産テックの導入で非対面化の不動産仲介から管理まで一貫で取り扱い 川崎　朋子

関東 東京都 羽村市 株式会社Ａｐｐｒｏａｃｈ 1013101006665 キッチンカーを活用した福生市の名物カツサンドの販売事業 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＨＦ 2290001060780 高級焼肉弁当「頂極」の事業化による飲食サービスの再構築 髙村　英子

関東 東京都 品川区 株式会社オーセン 4010001192757 ★ユニセックスアクセサリーブランドのＤ２Ｃ事業★ セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｓａｕｃｅｒ 4011301021259 パーソナルトレーニングジム向け顧客管理システムの提供 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社サムライフードカンパニー 3010901028763 惣菜テイクアウトの新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 中央区 株式会社有便堂 3010001059602 書画用品からメイクアップ用品へ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＤＥＳＥＲＧＯ 4010901039792 蓄積した家具製作技術を活かしオリジナル製品販売事業に進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 渋谷区 株式会社レ．アッカ 8021001008634 最新マシーンによる非対面式ビューティリフレッシュサロンの運営 曽田　征

関東 東京都 港区 株式会社ビッグノーズ 5010401112198 アートギャラリーへの転換とｏｎｌｉｎｅによる世界へのカルチャー発信 小池税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社オービット・トレーディング 3011101003929 ＥＣサイトによる新規販路開拓、自社ブランド展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 町田市 株式会社今川商店 7012301009828 自社調理技術を活かした急速冷凍機導入による冷凍鮮魚の販売事業 岩瀬　学

関東 東京都 中野区 有限会社ウィング 8011202000738 赤外線カメラを用いた次世代の建物診断事業への新規展開 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社ＲＳ東京インターナショナル 6011801015015 コスパも満足！未病対策付きリラクゼーション＆エステサロン事業 林田玲子

関東 東京都 中野区 株式会社Ｄａｙｓ 3011201023422 感染症リスク低減を重視した「から揚げテイクアウト専門店」及び「高級寿司店」の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 墨田区 株式会社スカーレットプロモーション 9010601050632 アフターコロナにマッチしたハイブリッド型エンターテインメント施設の経営 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 小金井市 株式会社蔵ダイニング 2012401002786 シニア主婦を活用した握りたておにぎりプラットフォーム事業 むさし府中商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社バグジーヒーローズクラブ 7011001071254 平日ワーキングスペース及び週末イベントレンタルスペース運営 半田　康二

関東 東京都 渋谷区 有限会社ソラ 3011002025774 ３Ｄスキャナー＆オンラインを活用した結婚指輪手作り体験サービス 盛澤陽一郎

関東 東京都 中野区 株式会社ｇｒｏｗｔｈ 8011101088429 スナックから託児所サービス付きネイルサロンへの業種転換 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 豊島区 株式会社ピチカートデザイン 1011001070492 ボードゲームを熟知した専門スタッフによる提案型実店舗販売 清水　敦也

関東 東京都 青梅市 合同会社Ｊ　ｓｐｉｒｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 9013103000477 和太鼓の打法をベースとした業界初の暗闇フィットネス事業 青梅商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社味作家 1010901044977 うどん居酒屋を弁当製造工場化し、お店の味をそのままお届けする宅配弁当事業へ業態転換 森田　昇

関東 東京都 目黒区 有限会社ＡＣＣＥＮＴ 2011002031303 インテリア雑貨事業で培った商品開発力を生かし食物販事業へ新展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 クラウドテレコム株式会社 3010401149671 中小企業向けの業務管理システム開発事業への参入 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 スカリー株式会社 3010401095288 キャスティングシステム開発による芸能業界のＤＸ化推進 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社健び堂 6010001181551 多機能美容エステブースの導入による美容体験販売サービスの提供 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

関東 東京都 豊島区 株式会社ラストワンマイル 3013301031536 新型宿泊施設　泊まれる古本屋（古本屋と併設した地域と東京をつなげるワーケーション特化型　無人サブスク宿泊施設） 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｃｒｅｅ 2012401023254 人気イタリア料理の惣菜と自家製バターを商品化して売上の拡大を図る 池田　寛太

関東 東京都 台東区 株式会社ユニカ 8010001168266 劣悪な環境下で使える屋外向け省エネ液晶サイネージの商品化 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 株式会社岩本製作所 4010601009253 優勝カップのフクリン（月桂樹）をモチーフにしたアクセサリーへの参入 松本　圭介

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｗ・Ｈ　ＣＯＭＰＡＮＹ 2011001097733 薬膳火鍋専門店だからできる薬膳カレーレトルト販売事業 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 江東区 有限会社晴海屋 4010602020746 日本の伝統、「屋形船」を守る！カウンター寿司懐石への業態転換で地域を活性化 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社シェリロゼ 2011001042986 集合研修→ハイブリッド研修へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ティーディーコア 3013201003726 サスティナブルなゴールドジュエリーの商品化と既存商品含めたＢｔｏＣ販売強化 株式会社コンサラート

関東 東京都 千代田区 株式会社藤川商事 7013301037208 本場の味を中華料理店へ。ラム肉串の製造卸工場の開設 魚谷　康行

関東 東京都 江東区 ＢＡＲｉｌｌｕｄ バーの強みを生かした、スイーツ等喫茶店メニューの提供 山部　浩平

関東 東京都 国分寺市 株式会社Ｌａｍｉａ 4012801019148 女性の美に対するトータルサポート店舗の開業 梅本　昇

関東 東京都 港区 株式会社ａｎｍｏｒｅ　ｅｓｔａｔｅ 2010401146810 不動産企業の新分野展開による会員制プライベート空間の時計販売 シーアンドエイチコンサルティング合同会社
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関東 東京都 新宿区 株式会社せいじつ屋 4011101025526 広告代理店×人材事業の育成力による飲食店経営を通しての雇用創出地域活性化事業 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 グリルチキンピノス キッチンカー専門店からデリバリー店舗を加えた販路の拡大事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 中野区 炭火ホルモン焼き　まるかん 炭火ホルモン焼き　まるかん事業再構築補助金事業計画 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 ハンズフリーシステムズ株式会社 6011101040440 自然と都心の融合景観を活かした「小さなバーチャルオフィス」 税理士法人魁

関東 東京都 あきる野市 三田　りょう 本場韓国料理と演歌のコラボレーションによるキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 龍盛株式会社 4011801016361 「高齢者世帯や共働き世帯に優しいお惣菜の製造販売＆デリバリー」 東京東信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社リセ・プランニング 2011601013552 タップシューズにもなるシューズ製作（チップス部分の取外し可） 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 マコト工務店株式会社 5011401021083 古材による唯一無二の家具製造販売及びプライベート空間で楽しむサウナルーム販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社インターソフト 8012401013720 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する為の新たなパッケージソフトウェア業の実施 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社タカハマライフアート 4011802022235 プリント業者の情報発信 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｌａｋｋｅ 9011601017704 ＶＲを用いた多世帯住宅の建築設計シュミレーションコンサルティング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 株式会社サンクリエイト 3010802016553 イタリアンレストランでのノウハウとデジタル技術を活用した新事業への転換 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 品川区 エクサーチ株式会社 2010703001804 輸入機器の設置、保守、点検、修理、その他アフターサービス業 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＫＡＫＵＭＥＩ 5010801029892 地域を牽引するコーヒー業態の創出によるブランド強化戦略 兒玉　洋貴

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＩＲＩＫＯ 5010001184266 『大阪の予約困難焼肉店「塩焼さつま」の関東初出店を手掛け、苦境からの脱出』 小森　孝一

関東 東京都 世田谷区 キリコ　ビューティー　ラボ　鍼灸院 デジタル×鍼灸で女性の「未病」を防ぐ美容・健康のトータルケア 株式会社クロスタウン

関東 東京都 墨田区 山口産業株式会社 7010601016404 ＢｔｏＢ取引依存脱却のための、「やさしい革」セレクトショップによる小売事業＆現場目線でＳＤＧｓを伝えるセミナー事業の展 齊藤　光介

関東 東京都 国立市 チャンピオンズゲストハウス合同会社 1012803001866 リアルとリモートを駆使したボクシングジムの運営 ＢＳＰ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 恵比寿大人のためのリメイクビューティサロン 美容関連の情報コンテンツ提供プラットフォーム事業への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 町田市 和音の木 より広く音楽の世界を知ってもらいたい！町田から出発する楽しいメロディー 小林　永二

関東 東京都 江戸川区 株式会社アテンド 5011701017070 住み慣れた自宅で過ごしたい、江戸川区の高齢者サポート拡大 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 4010901037573 日本初のＴｉｋＴｏｋデータを用いた分析ツール開発による新分野展開事業 髙橋　基貴

関東 東京都 目黒区 合同会社ＨＢ 9010703003091 小顔効果が得られる最新ＨＩＦＵ機器を導入し同業差別化が図れるエステ事業への新展開 和喜田　勤

関東 東京都 港区 株式会社ニッテル 4010401074373 韓国の食材・化粧品・衣類など、韓国文化に興味がある方向けに、ＥＣサイトでネット通信販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｌｙ　Ｏｎ 7010401101901 既存事業の国内外コネクションを応用し、コロナ禍の新たな日常をアップグレードする製品提案及び販路開拓 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＥＭ 1011001103418 地方創生をテーマにしたクラフトビール　ＥＣ　販売の事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 中央区 有限会社南雲屋 8010002035416 高級海老料理レトルト商品を開発し通信販売を実施する 井上大輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社アプローズ 8010901000726 コロナウイルスで疲弊した人々にハイクオリティーな音楽で笑顔を 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 港区 ウェンディー・ジャパン株式会社 9010401120759 旅行会社の特性を活かしたマレーシア料理のキッチンカー事業 表参道税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｖｉｎｔｏｍ 5011001107613 ダンスと食の複合型エンターテインメント事業 椿　祐輔

関東 東京都 町田市 川田屋株式会社 5012301006752 老舗酒屋が営む肉の販売店　―関連業者と挑むコロナに強い無人店舗― 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 台東区 株式会社オンザフーズ 9010501044098 会葬御礼事業向け芳名録サービスとグルメギフト券制作販売 梅津徹朗

関東 東京都 中野区 フォーブ・コミュニケーションズ株式会社 3010901011430 動画を核とした収益向上の仕組みで地域経済の成長を牽引する 米谷　富士子

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｂｅａｔ 4010601052856 イートインカフェから「トッピング式おむすび・海苔弁」のテイクアウト・デリバリーへの転換 安川森平

関東 東京都 台東区 ＡＳＡＫＵＳＡ 現代アート鑑賞を通じた学習支援とＥラーニング事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社泉竹 4010901029587 伝統の日本食文化を中食にて味わえる事業転換計画 世田谷信用金庫

関東 東京都 中央区 マーケティングサポート株式会社 1020001094204 宿泊施設向け、経営者と宿泊者の利便性を向上させるシステムの開発＆リリース ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社ＲＵＨＩＡ 2010001093643 ウィズコロナにおける０．７食ニーズに合わせたテイクアウト業態への業態転換 武藤　壮一

関東 東京都 港区 株式会社ロイバン・エヌ・ジェイ 7010401032015 美容健康新事業（アロマトリートメント・脳幹トリートメント・まつ毛カール） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 板橋区 Ｒｅｂｏｏｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 3011401021358 ワンストップ情報提供で日本語学習機会を増進し日本ファン留学生を増やす！ 一般社団法人板橋中小企業診断士協会

関東 東京都 世田谷区 株式会社エヌドレス 3010901033482 ライフスタイル型メンズブライダル＆ウエディングコンサルティングに進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 中野区 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＡＳＳ コロナ禍で需要急増中の高音質音楽配信ライブをプロのエンジニアがサポート 坪井　亮

関東 東京都 東村山市 株式会社リーフメディカル 8012701014617 発達障がい児童受入れ施設運営 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ジャストワン 7011101053631 コロナ禍の巣ごもり需要を満たす地元密着型の中国食品店の開業 吉元秀樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲＩＴ　ＮＡＴＩＯＮ 7011001115151 人類の「可動域」を最大化し、進化を楽しむ文化を作るコミュニティビジネスへの転換 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 港区 ウエディングディレクションズ株式会社 4010401049524 ママ向けインポートドレスの商品開発とＥＣサイトを用いたレンタル事業の全国展開 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Ｎ－ｓｔｙｌｅ 6010001172781 美容系サロン向け指導実績を活かしたメンズ脱毛サロンの新規出店 大野順弘

関東 東京都 港区 株式会社ＰＲＯＴＥＡＮ 9010501044206 オンライン上で完結する事業計画作成サポートツール開発・提唱 和知　康成

関東 東京都 立川市 株式会社バイオネット研究所 6010101009181 ソフトウェア受託開発からオンラインでのパッケージソフト販売への事業転換 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 練馬区 株式会社ソフトウェア・ファクトリー 4011601003758 中古高級外車向けオンダッシュ型オリジナルカーナビゲーションの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社ビートワン 2010001109077 ＡＩ動作解析技術を活用したＡＩゴルフ指導装置の開発販売事業 ネオフライトクリエイションズ株式会社

関東 東京都 新宿区 サン・ビーム株式会社 5011101036175 モノ消費からコト消費へ、ステッキ専門店が挑む事業多角化計画 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社フュージョンアンドリレーションズ 6011101046371 メッセージチャット婚活パーティーのシステム構築 汐留パートナーズ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴ 5011001103876 在宅が楽しくなる！オーダーメイドインテリア販売によるＨａｐｐｙ　Ｈｏｍｅ計画 西川貴人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 いっせい 最高のチュロスをタレントが届けるキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌａｍｉｅ 1011001117987 ジュエリー店が挑戦するドリンクサービスでコロナに打ち勝つ事業！ 明治通り税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社フォレストルーフ 6011201012562 オリジナル麺×テイクアウト・デリバリー×地域活性化 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 墨田区 株式会社ダルバン 9010601048998 オンライン配信に対応したダンス、ヨガ、フィットネス等健康をテーマにしたスタジオ事業 税理士法人東京第一会計
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関東 東京都 大田区 株式会社サンリキ 9010801026837 精密加工技術を活かした警察関連製品の新分野展開 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 株式会社ペンデュラムデザイン事務所 8011001066740 ３Ｄ－ＣＡＤによるデジタルトワルの販売 吉田　邦彦

関東 東京都 杉並区 株式会社えんがわ 5011301021844 飲食店の顧客ネットワークを活用した自社農園野菜の宅配事業への進出 株式会社横浜銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社リリス 9013201006418 色再現を考慮した電子書籍・デジタル教材の販売事業 昭和信用金庫

関東 東京都 八王子市 ＨＥＬＬＶＩＴ合同会社 2010103001248 自動焙煎機導入による事業再構築計画 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社エルカミノ 4013301028424 海外在住の小学生向け難関中学受験専門オンライン学習塾事業の構築 税理士法人レヴ・ナス

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｖａｌｕｅ 4010001139824 地方ハウスビルダー向けオーダーメイドテレマーケディング事業 森　滋昭

関東 東京都 八王子市 ＪＩＮ株式会社 3010101009234 所有資産をＤＸ化したワーケーション施設に改造する事でリモート管理可能な収益化を図る事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ジェイバ 9010001046512 海外を感じられるカルチャーサロン及び国内旅行販売事業への挑戦 飯島　一郎

関東 東京都 港区 合同会社赤坂若狭 3010403017001 福井の特産品を小売販売する店舗内店舗「越前若狭ショップ」の出店 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＥＲＯＲＵ 8011001124011 アスリートに特化したファッションブランド展開 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 新宿区 ティーム有限会社 6011002018676 フェス飯レビューサイト運用事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＳＭ 3011001101080 シミュレーションマシンの導入による無人ゴルフ練習場への業態転換、企業提携による新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ハンドシェイク 7011101049621 子どもの成長を第一に！待機児童削減に向けた保育事業参入計画 萩原　武馬

関東 東京都 渋谷区 合同会社エートリート 6011003008767 高性能昇華型プリンタ導入によるフルカラーＴシャツ製造販売業への参入 合同会社ＫＤＳコンサルティング

関東 東京都 大田区 有限会社バンブークリニックゾーン 4010802011669 美容室の個室化による脱毛などのエステサービスの開始 納塚　大

関東 東京都 目黒区 有限会社アクースティカ 8010702000181 月額課金制フラメンコ・コミュニティ「アクースティカ倶楽部」の開設 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 有限会社イーストミーツウエスト 9013202013974 京都の地元飲食店を巻き込んだポップアップ型のシェアキッチン事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 練馬区 合同会社Ｗｈｉｓｋｅｒ　Ｐａｄ 2011603003403 熟練バーテンダーによるハイアルコールジェラートの製造、店頭・通信販売計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ＩＴパートナーズリンク株式会社 7010001155232 医療・福祉・介護に特化した外国人人材向けのｅラーニングシステム制作・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 有限会社ブランカ 3011602011430 癒しを提供するリラクゼーションサロンから新たなサービス温熱（免疫向上）サロンへの新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 マップモンド・プロジェクト 昭和建築の給産科医院を裁量し、ニューノーマルな生き方を発信する職住隣接型シェアオフィス＆スペース 市川　正一

関東 東京都 大田区 株式会社ビーテック 7010801014257 障害者雇用を促進するイタリアンレストラン・冷凍食品事業の展開 石川　和比古

関東 東京都 武蔵村山市 東洋企画 最高に自信を持ってお勧めできるバインミー専門キッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 東京語学学校株式会社 2011801029621 日本語で学ぶ、留学生向けオンライン資格取得スクールの開校 株式会社フォーバル

関東 東京都 中野区 株式会社島田製薬 1011201002477 健康食品・サプリメントの製造から自社資産を生かした倉庫業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 江東区 株式会社ユーモア 3010001162835 健康志向の洋菓子店出店 東京シティ信用金庫

関東 東京都 小金井市 ＨＡＳＡ株式会社 6011103006514 「次世代型フィットネスジム」事業の新規展開 サン共同税理士法人

関東 東京都 立川市 ＨＯＬＩＤＡＹ コロナ禍における健康意識の高まりに注視した痩身エステ事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 Ｔｏｋｙｏｐｏｒｋｓ ウィズコロナでも楽しめる！昼営業主体のハンバーグ専門料理店の新規展開計画書 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン 9011001061014 ダイアログ・オンラインダイバーシティスタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 葛飾区 居酒屋いちなか テイクアウトと移動販売が主軸のドミナント戦略型店舗への転換 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社パッション 8010001136371 心療内科医監修のアプリ分析から顧客に最適なフレグランスを自動販売機で提供する事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｂａｌｌ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｊａｐａｎ 2010001155121 国産とうもろこし粉（マサ粉）の製造工場兼直販飲食店舗の新設と事業化 ＶＣＡＴ税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社喜久屋 2011801007131 街のクリーニング取次店を再生する新たな取次サービス事業の開発 生出　安弘

関東 東京都 港区 株式会社岩井レース 1010401034685 サロン店舗の併設によるＥＣサイトの展開 Ａ＆Ｋパートナーズ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社テナントリテンション 6011101064943 ウィズコロナに向けた事業改革の為の事業再構築（２４時間月額会員制のゴルフスクール） 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ファミリーアーツ 1011401016434 ライブ配信事業への参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ユーレックス 3010401040368 顧客接点を創出するワンストップ旅行サービス「直島Ｉ（アイ）プラザ」の開業 税理士法人トップマネジメント

関東 東京都 北区 株式会社Ｔｈｅ　Ｂｏｕｎｄａｒｙ 9011501020064 「視る力を得る！子供のためのどこでもデザイン学校」をオンラインで展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 朝日航空サービス株式会社 8010401000020 ＤＭＯや観光協会向けのレンタルオフィス事業への事業再構築 中村　健一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｍｉｎｇ　Ｓｃｈｏｏｌ 4010001198746 ｅスポーツ普及とチーム育成のためのサブスク型キャンパス事業 越沼　康明

関東 東京都 中央区 タナカ印刷株式会社 3010001049917 撮影・編集の体制構築と動画配信プラットフォーム開発による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 練馬区 株式会社スピカ 1011602022462 高性能な撮影機材のあるセルフスタジオを茨城県内で初オープン 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社スギーズ英語発音教育研究所 2010001182256 発音に特化した英語レッスンの、ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇを交えたコーチングプログラムの提供 坪井　亮

関東 東京都 大田区 株式会社Ｓａｉｔｏ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ 1010801028287 ＥＣサイトによるパーソナルジュエリー販売事業 池田　奈智

関東 東京都 小金井市 一般社団法人Ｌｉｎｋ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 1012405003773 高齢者向け訪問マッサージ院が行う介護タクシー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ブレイディア 2011001102823 スマートデバイスデジタルフォレンジック事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社Ｎ．Ｂ．Ｉ 5013301041087 ブラウザー系受託事業から教育系スマートフォンアプリサービス配信への転進
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 港区 ネクストワン・パートナーズ株式会社 7011001097365 Ｅｔｈｉｃａｌ×Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ×Ｔｅｃｈを軸とした店舗開業への業種転換 末安　克巳

関東 東京都 千代田区 宝紙業株式会社 5010001022046 食品業界向け紙製品の加工事業への新規取組 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 目黒区 テトラ 法人及び会員向けのスパイスカレーのデリバリー、ケータリング及びオリジナルスパイスの開発販売事業 水戸　脩平

関東 東京都 港区 プライムフォース株式会社 9010401144056 ＤＸ化が進むカスタマーサポート分野での新資格制度運用事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｙａｍａｓｈｉｒｏ 4010901049404 全国各地域と協業したＰＲ動画・写真撮影およびＰＲ宣材アイデアワークの総合クリエイション 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 イーブライダル株式会社 7010401045033 フラワー仏壇 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 知恩国際株式会社 7010601042524 特定１号サポート事業 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＡＴＡＳＵＵ 7011003006877 「栄養不足」の解消に向け、高齢者も服用できる納豆サプリメントの開発 廣瀬　陽介
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関東 東京都 港区 ＭａｋｅＨｏｕｓｅ株式会社 6010001178556 施主が建てたい家の図面を自ら探し購入することができる、新しい家づくりシステムの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｉ　Ｌｉｎｋｓ株式会社 7011101079296 子供のスポーツ教育事業に進出する新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社糺の森 5010001144311 赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光パネル点検サービスの事業構築 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬｉＶＥ　ＢＲＡｉＮ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 2011101065136 最先端の機器を導入、接触の少ない施術を行う完全個室エステサロン 湯田　晋介

関東 東京都 杉並区 株式会社家族 7011301024498 焼肉弁当とアジア料理お惣菜配食事業 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 一般社団法人ハルモニア・アンサンブル 2011705001370 音楽家の知見を生かした、映像・音楽一体型の収録・配信事業の展開 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社ＨＡＴＡＧＯ 8010001120061 銀座老舗日本料理店の新業態「高級立ち食い寿司店とテイクアウト＆デリバリー事業」 井上　敬裕

関東 東京都 杉並区 佐藤兼永写真事務所 ＲＡＷ形式での撮影とカラーグレーディングを駆使したストーリー性のある動画制作事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ダイバーシーズ 6010501042088 ネイティブ講師による小学生向けの高コミット型（週３以上）のオンラインゲーム英会話サービス 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 足立区 ＬＣＡ株式会社 7030001112462 外国人向け事業継承の受け皿となる自動車整備工場 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社アッシュスタイル 1010401073972 オンライン化による事業再構築 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社グッドチョイスエンタテインメント 2010401103497 アイドルに会える「青山豆腐専門店」の開店 長塚　歩

関東 東京都 足立区 ＭＡＲＶＥＬ 撮影市場拡大に伴うスタジオレンタル事業である非対面ビジネスへ新分野展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 モナカンパニー 「マインドフルネス瞑想及びマインドフルネス・ヨガの　ハイブリッドスペース」の開設 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 中野勝広事務所 コロナ禍の環境変化に対応したイベント企画運営からの思い切ったゴーストレストランへの業種転換 表　順一

関東 東京都 新宿区 株式会社ソニックムーブ 4011101054590 中小店舗向けのＬＩＮＥデジタル会員証×ＣＲＭサービスの提供 朝日税理士法人

関東 東京都 目黒区 Ｂｅａｕｔｙ＆　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｈｅｍｏａ治療院 ヘアケア事業進出に伴うオンライン・セルフサービス事業へ転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 大田区 ワインうめや 新生活様式と顧客ニーズを満たす　交流できる場（ｂａｒ）づくりと進化系酒屋への転換 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 合同会社ウサギマル 6011203001753 【業界初】非対人接触型・機材備品貸出・ＥＶ充電ステーションサービス トキワコンサルティング株式会社

関東 東京都 品川区 Ｃｈａｒｌｅｓ　ｄｅ株式会社 3011601022065 ゴルフ業界初　ゴルフクラブ　サブスクリプション型レンタルサービス 鴨下　智法

関東 東京都 板橋区 小松建設工事株式会社 5011401002307 コロナ禍に負けない感染対策を徹底した、非接触型セルフホワイトニング店設置 株式会社塩沢コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社赤城商店 2011001137943 生涯スポーツ「ダーツ」の普及活動を行う地域密着型飲食店の多店舗展開による業種転換 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 トリップジャパン合同会社 2011103007094 越境ＥＣサイト構築による中国販売事業展開 長田　和弘

関東 東京都 足立区 株式会社フードイノベーション 3010001166943 コロナ対策を徹底した非接触型の洋食とスイーツ主体レストランとテイクアウト新業態の事業化 税理士法人　えびす会計

関東 東京都 西多摩郡檜原村 日晨化学工業株式会社 8013101004415 新事業に取り組みプラスチック塗装１本足経営からの脱却で事業拡大 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 合同会社ナカムカンパニー 9011003009052 音楽プロダクション企業がインドアゴルフスクールを開始 金園　英也

関東 東京都 品川区 株式会社しながわ街づくり計画 3010701023790 土産菓子市場とスマイルケア食市場への新聞や展開～製パン・製菓～ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 武田塾日本橋人形町校 記憶法伝授による学習サポートと録画コンテンツのＷＥＢ販売 坪井　亮

関東 東京都 三鷹市 有限会社日本ヒューマンウエアー研究会 8012402020385 英会話教室からオンラインを利用した最難関中学受験塾への転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 江東区 株式会社三恵 9010601028934 物流加工業から民間学童事業への参入（働く保護者支援） 巣内　繁行

関東 東京都 品川区 株式会社ブルーミング・ライフ 1010401084235 自社ＥＣサイトと自社インフルエンサー・マーケティングによる高品質・ＳＤＧｓ貢献型カンボジア産品の輸入販売業 佐藤　成雄

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｉｂｅ 6010001191237 「はがせる壁紙施工」を嚆矢としてイベント事業から内装事業へ新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社グリーンコーポレーション 2011601007538 居酒屋メニューの在宅需要に応えるテイクアウト、宅配及びネット販売事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ラクレット 5010001165662 酒販免許取得によるスイスワインの輸入販売　及び、チーズと農家野菜の卸し・小売・ＥＣ全国販売 鹿島　圭

関東 東京都 渋谷区 ＨＥＬＬＯ　ＡＭＩＧＯ合同会社 7011003008329 ストレス社会にＣＢＤの癒しを 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 ラフ＆ピース合同会社 2010703002323 飲食店を救うエンターテイナーと飲食店のマッチングプラットフォーム 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 板橋区 金子株式会社 6011401020480 美容室を中心としたトータル美容の新規事業再構築 太田　眞彦

関東 東京都 世田谷区 招き猫スタジオ 撮影もできるオンラインレコーディングスタジオの運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｃｕｒｉｏｓｗｉｔｃｈ 3011001125055 オンライン配信プラットフォームの構築による伝統文化コンテンツ配信 神宮前あおば税理士法人

関東 東京都 港区 アトラス商事株式会社 6010401001813 新たな遺骨サポートサービスと遺骨関連商品販売の事業化 東京商工会議所

関東 東京都 港区 長塚歩税理士事務所 トータルケアが叶うワンストップメンズ向け美容エステサロン 東戸　隆

関東 東京都 中野区 株式会社坂の上 3011201016797 既存居酒屋の「待つ」スタイルからキッチンカーを利用した「攻め」のスタイルへの新分野展開 池村　尚弘

関東 東京都 新宿区 株式会社キシ・トレーディング 2011101005059 「スタンバイ管理システム計画」 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社フォーエバーテイル 9011301020446 ＶＲを利用した教育業への転換 坂田　映

関東 東京都 板橋区 株式会社国書刊行会 9011401002162 日本語学校を運営する出版社によるドローン資格取得校の展開 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社素材図書 1010401083088 オンライン化とコンテンツ化を実現するＡＩを活用した診断サービスの展開 山田　盛史

関東 東京都 中野区 ＣＯＭＰＡＮＹ　ＯＦ　Ｃ株式会社 7011201021083 ミスコンに特化したオンライン低価格サブスクスクール構築事業 寒竹　淳

関東 東京都 中央区 日星食品株式会社 6010001179240 非対面式注文システムを活用した老舗中国料理のデリバリー事業展開 稲葉　隆治

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユカアンドアルファ 4011001030808 アパレル業界の新ニーズに応える革新的システムサービスのサブスクリプション提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社上岡祐介建築設計事務所 6011101070909 省エネ計算業務の受発注が可能なプラットフォームの構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社マクサス 2010701027099 Ａｍａｚｏｎ販売相場検索出品クラウドシステムの開発・販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 大田区 クレバ株式会社 4021001066009 音を聞き分け勝利を掴む『ｅ－ｓｐｏｒｔｓ用ヘッドフォン』開発事業 芝信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社Ｐｒｏｐｅｌｌｅｒ　Ｐｌａｎｅ 9012401021292 進化するＩＴ＆サイネージ技術による江戸・東京の「新名所」創り 眞治　早希

関東 東京都 大田区 アロニクス株式会社 4010801018319 環境対応車用アルミ部品の誘導加熱技術開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 八千代自動車株式会社 5010501014195 脱炭素社会実現に向け地域に密着して展開する電気自動車普及のための諸事業 片桐太郎

関東 東京都 港区 株式会社白音 9010401075342 音楽療法（カウンセリング・セラピー）を行えるピアノハウスの開業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 合同会社Ｍｅｒｃｕｒｙ 7010003022439 「成果が見える」フィットネス融合型エステサロンによる新分野展開 大森渚

関東 東京都 千代田区 ＨＲパートナー株式会社 7010001190353 新卒人材のＡＩマッチングプラットフォーム構築 株式会社コムラッドファームジャパン
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関東 東京都 港区 イマジン・デンタル・サービス株式会社 4010001141747 マウスピース型電動歯ブラシの製造 坂本　亮

関東 東京都 新宿区 フューロジック株式会社 4012401020646 国内二次電池市場の信頼性を支える「評価検査センター」の設立 さわやか信用金庫

関東 東京都 調布市 アキチ テイクアウトブースを設けた、天ぷらと細巻きをメインとした店舗を新規出店 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 スペースラボ株式会社 2011001062539 買い物のワクワクをオンラインで体現　ＶＲショッピングモール運営事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 合資会社鈴木精密機械工業所 4013303000199 光学機器部品加工からパワー半導体製造部品加工への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 杉並区 株式会社シーウェイズ 1011302014438 定食提供や総菜販売をメインにした自社開発業態の運営 西京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｌｏｂｒｉｄｇｅ 7011001065413 レストランデリバリーの成長を実現する管理システムの開発 齋藤　義美

関東 東京都 大田区 有限会社Ｗｉｎｇ 9010002047897 Ｅ－コマースや動画配信に対応した次世代型レンタル撮影スタジオ 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＵＮＦＯＲＭ 2010901046007 撮影スタジオの運営およびサステナブルファッションブランドの製造小売の展開 株式会社コンサラート

関東 東京都 稲城市 株式会社ユアスタッフ 9013401002464 デジタルサイネージ機器を用いた『アプリ自販機』の導入による広告業への業種転換 中村　健一郎

関東 東京都 江東区 日本鉄塔工業株式会社 1010601031771 創業１００年の鉄塔のトップカンパニーの、新技術を利用した鉄塔の長寿命化へのチャレンジ 株式会社北九州銀行

関東 東京都 大田区 カラーテクノ株式会社 5011801032184 光触媒でコーティングを行った女性専用作業服の販売 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 練馬区 株式会社ＭＡＣ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 5011301018411 ＤＩＹワークステーションとコワーキングスペースで地域のニーズに応える新施設 神前知郁

関東 東京都 福生市 シード 高齢者やお子様やお体が不自由な方がつかええる完全バリアフリーに特化した美容室 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＰＥＲＦＥＣＴ 6010701034199 品川区を中心とした鳥づくしお弁当の製造販売デリバリー事業 柏崎　裕介

関東 東京都 世田谷区 ダイヤ冷ケース株式会社 4010001022113 冷蔵ショーケース事業からスイーツショップ事業への新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社オンリースタイル 2011001047432 冷凍自動販売機を用いた非接触での冷凍鍋販売事業の開始 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社箱根リゾートアンドエンタテインメント 3010401080653 旅館にデリバリーを伴う健康志向のカフェを新設する事業再構築 安達　隆久

関東 東京都 杉並区 コーメインターナショナル株式会社 4011301008768 百貨店食品卸の知恵を活かしてコト消費を促進！「全国こだわりの食」ＥＣ小売業への新規参入！！ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社エフ・トラベル 5011102027792 旅行業を基盤にした新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 バー　チェロ 自家焙煎珈琲豆の販売とテイクアウトのできるコーヒーカクテルバー 大西　周

関東 東京都 港区 株式会社イート・アップ 5010401101151 第２創業プロジェクト　卸売・小売進出「はちどり」プロジェクト 三浦　泰

関東 東京都 千代田区 株式会社ユナイテッドリバーズ 8010001137320 ①犬用歯磨きジェル（ワンオーラ）のＥＣ事業、②セミオンライン型の個人間売買に特化した不動産売買仲介事業への新規展開 土公　文平

関東 東京都 新宿区 ＮＥＷ　ＳＴＡＲ合同会社 8020003011885 万全の換気とテイクアウト・デリバリー販売機能を備えたハラール対応焼肉店の開業 森　憲一郎

関東 東京都 港区 Ｔｏｋｙｏ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ株式会社 1010401077172 オンラインコンサルによる女性向け伴走型トータルサポート事業 高崎文秀

関東 東京都 福生市 有限会社瀬古本店 6013102000464 地域密着力と飲食支援能力を活かした、酒業務用卸から飲食業への業種転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 東村山市 有限会社にんや杉田商店 7012702003306 ポストコロナ、脱炭素時代のコインランドリー事業への転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 町田市 株式会社新海製作所 5012301009961 半導体製品機器部品の製造における新分野への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 中央区 株式会社輝京． 9010001202643 銀座のダイニングバーが仕掛けるネイルサロンとのシナジー経営 城北信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社オルセン 4010901028515 装飾ベルト印刷への参入 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン 4010401073020 飲食店を元気に！特許生地で窯焼き出来立てピザ提供プロデュース 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＢＲＵＴＵＳ 1010401124008 ＹｏｕＴｕｂｅｒ等とクライアントを結ぶマッチングサービスの開始 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 武蔵野市 ＡＭＰ株式会社 7011601013977 展示会のプロ仕様の在庫を活かした、ニッチな高級インテリアの販売業 仲田俊一

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄ企画 6010401094262 贅沢感が味わえ安心感もある女性が通いたくなるホルモン焼店事業 野村　知栄

関東 東京都 荒川区 株式会社金岡商事 7011501017104 自然あふれる那須塩原を拠点とした、バンガロー・キャンプ場事業 東京東信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社福祉工房アイ・ディ・エス 5013401002278 国会図書館・公文書館等の蔵書・資料の電子化サービス事業 大石　源治

関東 東京都 新宿区 株式会社文明堂東京 6011101018692 スポーツ行動食としてのカステラ商品化と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ウィンウィンスタイル 5010501031884 原型と金型配置図のＤＸ 株式会社北陸銀行

関東 東京都 中央区 株式会社日本橋トラベラーズクラブ 8010001062691 千葉県初！非対面ゼロエネルギー複合ワーケーションホテルの提供 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社大成ツーリスト 6011101011895 クラウドシステムによる建設現場向け福利厚生支援サービスの事業化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 東村山市 株式会社アイディーケイジャパン 8012701011614 バイク愛好者向け非対面型宿泊サービスで地域活性化と収益確保を実現 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社ラ・ベットラ・ダ・オチアイ 9010002026397 予約が取れないイタリア料理店のコース焼肉店への新分野展開 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アサノ東京 6010001118990 ３Ⅾモデリングを活用した既設建物点群データ計測・ＢＩＭ化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 有限会社メディカル・ケア・サービス山中 8011302010843 コロナ時代の高齢者向けバブル方式見守り住宅サービス 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 越田 在宅の薬剤師を活用した、ビデオ通話によるコールセンター事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ヤスダ 8011401006429 文化都市池袋に即したレジャーホテルから、デザイナーズホテルへの転換 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 株式会社ルマン 1011001025281 自動車産業を支えるＳＦＬレースカーのレンタル事業プロジェクト 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 東京都 中央区 合名会社千葉家 1010003001101 都会のワークから自然のワ―ケーションへ…日本橋発！！軽井沢編 税理士法人第一経理

関東 東京都 新宿区 株式会社４Ｄブレイン 4011201014420 アバターを活用した仮想空間非対面・遠隔営業支援システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江戸川区 ＫＨｉｉｉ　ＳＴＹＬＥ株式会社 8011701021185 一人利用がメインで感染症対策を徹底した高級志向焼肉店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社グローバルアイ 5020001080753 インドネシアにおける美容事業、廃棄油リサイクル事業の立ち上げ 西京信用金庫

関東 東京都 世田谷区 基幹構造株式会社 3010901021074 ロボット三次元測定機で「メンテナンス管理」という新機軸に挑戦 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社アンプリー 9010001036307 スタジオ併設ＥＣセンター運営によるＢｔｏＣビジネスへの展開 株式会社百十四銀行

関東 東京都 豊島区 マーブルデザイン株式会社 6010001149854 ハイブリッド次世代イベントプラットフォームの開発による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 青梅市 株式会社エヌ・ビー・アール 3013101004758 「亜麻仁」を含む麹菌を発酵させた穀類の機能性食品レトルト製造・販売 青梅信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＮＥＸＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4011101050524 自社開発のオンライン販売システムによるサブスクリプション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ジー・フィールド 5040001032257 商業施設内出店に特化したアジアンレストラン業態の開発及び新規出店計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 日野市 有限会社マイホームパートナー 8013402004147 日本初！ジオパワーシステムを搭載したエコインランドリーの建設 多摩信用金庫
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関東 東京都 新宿区 株式会社ダブルエー・ホールディングス 4011101063063 エネルギー貯蔵型空気亜鉛二次電池の開発及び販売 野田　洋介

関東 東京都 文京区 株式会社ストレート 3010001122491 冷凍冷蔵食品の一時保管専門配送センターと急速冷凍サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ＴＴＣ株式会社 7010601030413 製図用特殊定規（精密勾配定規等）の製造・販売体制の構築 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 八王子市 有限会社まいと自動車 9010102006349 地域の産業競争力強化への貢献を目指す、粉体塗装事業への挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ダニュウ 1010501007871 自社Ｄ２Ｃブランドの新規構築と自社販売コーポレートサイト構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 グリット尚武堂株式会社 2010001068967 「聖地」水道橋で格闘系パーソナルトレーニングジムをオープン 中ノ郷信用組合

関東 東京都 東村山市 株式会社矢沢製本 2012701008871 「待つ」から「創る」へ　これまでの製本会社からの脱却を実現する取組み 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 未来メディカルサービス株式会社 9013301043732 日本と中国を繋ぐオンライン診療プラットフォームの構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 国立市 株式会社ＩＮＳＴＯＣＫ 9080001019321 コオロギパウダーを使用した次世代型プロテインの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 菱華工業株式会社 7010001060374 減容化と両輪でＳＤＧｓ推進の幅を拡げる環境樹脂製品への新展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ペアシェイプ 8011801020005 アパレル卸売業から、植物工場で使われる「独自開発の栽培用培養地」の資材メーカーへの業種転換 興産信用金庫

関東 東京都 千代田区 宝興業株式会社 1060001015767 小山発！サウナでリフレッシュできるテレワークへの新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社ヘルスビジョン 6010002052933 英語力とＩＱを楽しく伸ばすＡＩロボット“Ｃａｔ　ａｉ　Ｒｏｂｏｔ”の製造・販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 府中市 清巧工業株式会社 2012401036727 安心安全なライフラインに貢献する、インフラ等土木工事への対応幅拡大 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アルゴホールディングス 3011101051473 中小企業のニーズを適える！コロナ禍対応の非接触型セルフレジレンタル事業への新分野展開 山田　みゆき

関東 東京都 江戸川区 株式会社グリーンライト 7011701018364 九十九里地域の人口減少を解決する、現地の食や体験を味わえる貸切型サウナ事業 佐藤淳

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＫＥＹＪＡＰＡＮ 9010001149777 地域特産品の展示販売店を国内外の顧客向けの販売拠点として設立 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 ノバルス株式会社 9010001167531 ＭＣＩ発見サービス事業による高齢者みまもり支援の高度化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社ケーエムコーポレーション 2011402018767 防水工事業からの大胆な業種転換！屋上工事用ルーフテント開発賃貸事業 米森　達也

関東 東京都 千代田区 アイ・マーキュリー株式会社 3010001126071 クラウドＰＢＸ対応回線スイッチ装置事業 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 ニューネックス株式会社 6011001124574 世界で活躍するアスリート集団が本気でやり抜く地域活性化事業 西武信用金庫

関東 東京都 青梅市 南デザイン株式会社 1013101004074 設備導入と自社技術開発による半導体装置への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 八王子市 株式会社ドキュメントハウス 8010101002746 オンラインで完結するサブスクリプション形式自動コンサルティング事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社ケイスリー 3011002019487 名古屋のソウルフード　長命うどん『う中うそ』の関東初出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 青梅市 株式会社自然堂 1013101005196 業界初となるリサイクル可能な展示会用パネル提供サービスの実現 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社天真堂 4010601035530 事業再編と機器導入による、新ビジネスモデル健康食品充填包装事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社朱学院 6010401014022 伝統ある算命学にオンデマンド型授業を導入した新たな学びの機会を提供 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 東村山市 株式会社フィールドプロ 5012701000644 ＩｏＴ気象防災向け通信デバイスの開発 株式会社足利銀行

関東 東京都 新宿区 一般財団法人リスクマネジメント協会 1011105005931 リスクマネジメント研修におけるｅ－ラーニング講座開設 有限会社アサートアンドトラスト

関東 東京都 日野市 株式会社三瑛工業 7013401005205 中階層建築物の解体事業へ進出することによる事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社あくと総合計画 4010401001154 地域活性化支援施設の運営による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェイツ・コンプレックス 4010001046525 自社開発したクラウド型サービスのパッケージ（ＤＸ　ＴＲＩＧＧＥＲ　仮称） 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社友菱 5010001059625 クラウドシステムを利用した店舗施設向け資産管理サービス事業 経営創研株式会社

関東 東京都 中央区 エム・アール企画株式会社 9010001038575 中小企業のマーケティングＤＸを推進するプラットフォームの開発 廣野　希

関東 東京都 練馬区 株式会社昭芝製作所 8011601003218 高精度な加工技術を活かして新たにＥＶ用モーターコアの製造を行う 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アマネク 9010001093190 宿泊運営事業から宿泊特化プラットフォーム事業への進出及び市場での新価値創造 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ケイアイテクノ 4010501039185 Ｗｉｔｈコロナを見据えた「無煙一人焼肉店」開業 山本　三四郎

関東 東京都 港区 Ｋｅｅｐｄａｔａ株式会社 9010001134969 不動産会社と不動産オーナーを繋ぐコミュニケーションプラットフォームによるＤＸ推進 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 株式会社ｈｏｔａｒｕｂｉ 5010401111118 モーションコミックなどの手法を用いたＹｏｕｔｕｂｅ動画のライブ配信事業 松田　亮

関東 東京都 中央区 株式会社メディプロ 9010401102848 茗荷谷高齢者の健康促進に寄与するコロナ対応型フィットネスジム 浅山　直希

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡｂＨｅｒｉ 8011001135776 「ラボグロウンダイヤモンド」を使用したＳＤＧｓジュリーの製造と、ＤＸ接客販売／越境Ｄ２Ｃ販売への新分野展開 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 渋谷区 おかかえ運転手株式会社 9011101048274 シェアドライバードットコムによるドライバーマッチング事業 川崎信用金庫

関東 東京都 稲城市 有限会社ジョイランドリーサービス 8013402001813 輝く笑顔から、美味しい笑顔へ。衛生サービスと食パンをお届け！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 小平市 株式会社アトミ 8012701000055 小ロットの高付加価値印刷における色再現の安定化と抗ウィルス加工技術 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社共栄社 3030002091635 宅配と持ち帰りを基幹としたマルチブランド飲食事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社アルファセンセーション 4010901031667 若者の脱炭素アイコンへ、ココナッツミルクアイス（脱牛乳）事業の大胆な転換 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社柴田鉄工社 4011801008557 高反射材切断加工技術の習得による希少金属回収装置製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 鶏ダイニングバードプレイス クライオセラピーを導入した最先端の体メンテナンスサロンの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 多摩市 株式会社榑林製作所 2013401002306 ベアリング用特殊部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 港区 株式会社メイズ 4010401048798 バーチャルショールーム構築による高級家具販売事業の再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社シンメトリック 7011001044334 スポーツバイクのレンタルサービス提供体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 文京区 株式会社小澤印刷 9010001140273 両面ワンパス印刷機の導入による薄紙印刷事業への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェルニック 2010001019623 自社オリジナルフェムケアブランドの立ち上げによる新分野展開 山田　盛史

関東 東京都 八王子市 西都プレス工業株式会社 2010101001935 ＩｏＴ活用加工機による医療・介護ロボット向け高精度ブラケット生産 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 江戸川区 有限会社サクマテクノ 3011702016981 リモートシステムを導入した個人宅向け空調設備の包括サービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社山崎製作所 1010901012281 難加工技術の獲得による医療機器部品の開発・製造で事業を再構築 景山　洋介

関東 東京都 町田市 株式会社ユニティーベル 6470001004195 日本の伝統工芸品の海外向け紹介および販売事業の立上げ 西村伸郎
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関東 東京都 港区 コグニティブリサーチラボ株式会社 7010401040430 オンライン視聴者が自分の見たいところだけを見られる次世代知的セキュアライブ配信システム開発と提供による、ライブ配信市場へ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 練馬区 有限会社正陽印刷 6011602005677 「環境・医療・少子化」　日本が抱える諸問題の研究を支える事業への転換 東京三協信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社シヤミオール 1010501005743 自社ブランドの開発と海外市場への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 文京区 株式会社軽井沢流 5010001186337 ワーケーションも可能な軽井沢の魅力を提供する宿泊施設の開業 大原　健佑

関東 東京都 中央区 株式会社イケガヤ 2010001036890 日本古来の乾物による菓子の開発及びそのネット販売を通じた世界の子供へ健康を届ける新分野展開 田村　博

関東 東京都 新宿区 株式会社アニマート 1010001163686 シニア犬（老犬）をターゲットとしたドックケアサロンの新設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社ウッドボーイ 2050002041853 高級食パンによる台湾食文化変革のための挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社アドップ 6010001091775 食品自動販売機による無人コンビニ事業の展開で経営基盤を再構築 景山　洋介

関東 東京都 品川区 ココロカ株式会社 6010701024539 業界初のオムニチャネル導入と商品拡充で狙う顧客接点とＬＴＶの最大化 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 株式会社スコットエンジニアリング 5010001152479 東京の東エリア初「やっぱりステーキ」のフランチャイズ事業へ新規参入 鈴木　良洋

関東 東京都 港区 株式会社寺田 7010401018922 微細充填剤の微分散、高度な混練合成樹脂製造技術の確立による高放熱・高強度・高耐久樹脂の開発・製造 コンピタント税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社アスカラボ 6013201017806 ３Ｄデータ開発・活用プラットフォーム「３Ｄｂｏｘ」のリリースによる業種転換 昭和信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社富士管理 9012401002615 「ビルメンテナンス業務効率化アプリケーション」の同業者向けサブスク事業への新分野展開 株式会社みどり合同経営

関東 東京都 板橋区 東京金商株式会社 5011401006935 ＥＶ市場等への進出に向けた銅製品の加工技術導入に向けたレーザ加工体制の再構築 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 港区 エキスパートレストランシステムズ株式会社 5010401100814 焼き肉店から店頭販売にウェイトをおいた　南九州郷土料理店のフランチャイズ事業 小林　孝至

関東 東京都 品川区 株式会社ダイアログ 7010701028670 コロナ影響に伴う企業間（ＢｔｏＢ）請求代行サービス運用について 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社シー・スペース 4013301021437 環境に優しい家具リサイクル及びシェアオフィス事業への新分野展開 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 港区 株式会社トーキヨーヴイジョン 6010401020417 伝統技術を用いたオリジナル工芸商品のプロデュース・越境ＥＣ販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 葛飾区 搬送設備アルファ株式会社 1011701014625 内製化で実現する新型ベルトコンベヤー製品の製造販売による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 ＮＥＷ　ＪＡＣＫ株式会社 5012301008567 デザイン会社からアパレルメーカーへの転換、ＢＲＯＣＫＵＭリボーン事業 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＫＡＴＯ 2010101009920 解体工事現場仕入の仕組化による買取リサイクルショップ事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 コバヤシマル合同会社 3010903001660 ノベル系コンテンツのブランド化とツール開発、世界市場への発信 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ベストハーモニー 8013301036803 幅広い客層の来店を可能にするパンケーキカフェ出店 新谷　和宏

関東 東京都 新宿区 株式会社ＺＯＴＴ 8011101062904 茨城鹿行エリアにおける地域に根差したスポーツチーム合宿施設の運営 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社パティスリー銀座千疋屋 8010001115490 製造・物流センターの建設によるインターネット注文への注力 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ｋａｚｅｎｉｗａ 5010401080379 圧倒的にブランディングを支援するファンマーケティングソリューションの提供 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 台東区 株式会社ヴェラジャパン 3010501019056 新鮮な馬肉を使ったプレミアムペットフードのＥＣ販売事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社ＡＳＴＩＮＡ 6010001182434 ＩｏＴ・ＡＩ開発経験を活用した工業バルブ自動化デバイス開発 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 有限会社リーフビジョン 8011202012386 最新機材を搭載した中継車レンタル　撮影業界の成長に寄与する。 城南信用金庫

関東 東京都 港区 梅松株式会社 1010401115502 ＡＩを活用した観光業向け翻訳機能付き自動応答サービス 芝信用金庫

関東 東京都 福生市 梅田歯科医院 デジタル技術を活用した予防歯科を中心とした新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社首都圏中学模試センター 8010001018859 ＡＩとビッグデータ活用により模試結果の合否判定精度３０％改善によるＶ字回復 本澤　智

関東 東京都 台東区 株式会社ユー・エム・イー 9010501022269 オークション事業のオンライン化・多機能化による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社らんたな 9020001094155 組織・人材管理に特化したＡＩクラウドサービスの事業計画書 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｔ＆Ｓ 2060001023380 グリーン成長へ寄与する顧客ニーズに対応した蓄電池及び太陽光関連設備等販売計画 株式会社足利銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社精工ドリル 3011701004351 低侵襲医療機器市場への新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社アスパクリエイト 2010001079386 研修映像提供からコロナに打ち克つ研修環境提供事業を再構築
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 渋谷区 有限会社スルー 7011002016266 Ｗｅｂ広告動画等ショートムービー撮影に適した映像スタジオ運営事業 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ホリコー 3012801003103 電動商用車向け量産板金事業への参入 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社美光写苑 2012401005021 コロナ禍における、写真撮影の店舗型から出張型ビジネスへの業態転換 江東信用組合

関東 東京都 港区 株式会社シーブリッジ 1010402034569 古民家再活用によるサイクリストステーション兼体験型民泊事業 萩口　義治

関東 東京都 品川区 合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 3010703002735 フレッシュチーズ工房出店による製造・食物販業への新規参入 杉田　浩二

関東 東京都 羽村市 有限会社沢本工業 3013102001969 配電盤筐体事業から空調用ダクト事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 渋谷区 株式会社未来ガ驚喜研究所 6011001047271 高級時計専門店リユース事業 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社リプラス 9010801028998 新ビジネスモデルのアンテナショップ展開による販促強化 城南信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社フムルス 2012401029904 国内最小規模からのオリジナルクラフトビール製造業への業種転換 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 ＩＴＥＡ株式会社 3010001108920 室内空間のアレルゲンの測定・評価とコンサルティングサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社第一プログレス 5010001021469 企業と自治体連携による共創循環型まちづくり推進プラットフォーム 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社フォーチュン 2011702009879 革新的居酒屋テイクアウト・デリバリーメニューで競争力と生産性の向上 朝日信用金庫

関東 東京都 練馬区 ヴィーコロ・デル・ソーレ 多様な器具と食事指導で地域の健康に貢献するパーソナルジム創り 小松原　昭芳

関東 東京都 港区 株式会社リーゴ 3010401129938 観光客集客のためのソフトウエア開発で地域の観光産業を活性化 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社水王舎 8011101055858 タブレット・電子教材を使ったオンライン学習プラットフォームの構築 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社新聞制作センター 1010001108261 クラウドを通じて展開する新聞紙面の自動割付組版システムの提供 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 大田区 有限会社ケイ・アイ・エム 3010802004789 希少技術に基づく半導体産業等新分野展開と地域の金属加工業者との連携 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 シェラインターナショナル株式会社 2011001010101 靴をその場では売らないＤＸフィッティングスポットショップ事業 税理士法人第一経理

関東 東京都 あきる野市 株式会社ファスコ 8013101001156 厚物に対応したファイバーレーザ加工機の導入による受注拡大 塚越　祐之

関東 東京都 品川区 トリクル合同会社 3010403011185 メーカーブランドの時代から個人ブランドの時代へ個人ブランド化粧品販売企画支援事業 税理士法人ハンズ榎本事務所
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関東 東京都 目黒区 株式会社ザ・キッス 4011001016435 スマホで簡単にカスタムオーダーできるジュエリーの販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 グリーンプロドジャパン株式会社 1010001145874 画期的技術によるグリーンメタル・グリーンオイル製造業への業種転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＮＡＲＩＪＩＢＵ 6011001127899 美容サロン業界のＤＸ化を担うＢｔｏＢプラットフォームの制作 さわやか信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＲｅＲｅ 9011001118202 自然公園区域内での「ビーチグランピング複合施設」一棟貸し宿泊事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＥＳＣＲＩＢＡ 2010501042570 コロナによる店舗撤退とレストラン併設のベーカリー事業への進出 有楽町税理士法人

関東 東京都 千代田区 富美善株式会社 1010001027759 高級とんかつ店の伝統の味を、テイクアウト・デリバリー・ＥＣを活用して全国の食卓に届ける！ 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 品川区 中野ダンススクール 社交ダンススクールにおけるヨガ・ピラティス講座での顧客獲得戦略 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 ＮＣＣコンサルティング株式会社 4010001148503 自治体向け防災アプリとオンライン販売ツールの開発 蝉川　寛嗣

関東 東京都 練馬区 ＧｒｏｗＲｏｏｍ株式会社 9011601016697 東京都新島村における観光ビジネス事業 七島信用組合

関東 東京都 江戸川区 株式会社鮮 9011701012118 おいしい”うに“の供給継続のための一次加工内製化事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 新宿区 西武通信株式会社 6013301017086 唐津市呼子の経済活性化に貢献する、サウナ・宿泊事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ファーストビット 5010001096404 高度ＩＴスキルを習得可能！就労継続支援Ｂ型事業所で社会に貢献 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

関東 東京都 調布市 武蔵野観光開発株式会社 3012401008683 飲食と動物葬儀の業態が挑戦するペットに特化したポータルサイト 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 渋谷区 ワインの樹 昭和古民家オーベルジュ運営および高付加価値ケータリング事業 中川　健史

関東 東京都 港区 柳原料理教室株式会社 8010401029852 オンラインを用いた新しい形の料理教室の構築 城南信用金庫

関東 東京都 杉並区 富士洗染有限会社 8011302008185 クリーニングサービスのデジタル化と非接触の取組み 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社海音社 7010401078776 業績回復と地域活性、障がい者福祉を実現するワイナリーの開設 株式会社筑波銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌｉｍｅ 9011001114721 女性の「理想のジブンへ」実現を高度化する、脱毛サロンへの進出 廣野　希

関東 東京都 昭島市 株式会社野島工務店 2013101006870 ジェラート店でのコミュニティ作りから地域に愛される工務店へ 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社グラモ 4012701010859 「Ｇｌａｍｏ　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ」の開発 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 グリーンウィロー株式会社 4010401090528 中小・中堅企業向け経理支援クラウドシステムへの新規展開 土井　康二郎

関東 東京都 目黒区 株式会社アクアセキグチ 7013201000174 ＢｔｏＣ進出、電解水、リフォームで高い価値提案の住宅ハブ拠点化事業 城南信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社三葉 5011301002927 野菜ソムリエによるフルーツ＆ベジタブルキッチンの開設（テイクアウト・調理加工食品の販売） 加藤　資行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳａｓＫｉａ 5010001189422 サブスクモデルのメンズ美容オンラインスクール事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 目黒区 株式会社アトラスプランニング 8013201011955 強アルカリイオン水を活用した業務用ヘア化粧品分野への進出 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 Ｃ．ｂｅａｕｔｙ株式会社 9011001122278 ウィルスに負けない元気な社会づくりに貢献するメンズ専用幹細胞クリニック事業計画 小林　孝至

関東 東京都 中央区 株式会社アルプス 6010001176659 コロナ禍でのリスク分散と、経営資源を利用した惣菜デリバリー・販売 東京商工会議所

関東 東京都 日野市 有限会社オネスト 4013402000372 機能性ジェラートの通信販売と本店のショールーム化 吉川　健雄

関東 東京都 港区 子どもの食卓株式会社 3010401134252 幼児食の企画・販売会社による日本初の幼児食オンライン食育事業 松尾　基司

関東 東京都 中野区 ミンガコ 書籍編集システムのクラウド提供による非対面事業化計画 鈴木　ゆい

関東 東京都 豊島区 株式会社スターハウス 8013301006087 池袋のホテルが挑戦する本格的テレワーク事業への新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 東京都 板橋区 ヤハギエステート株式会社 9011401014736 劇場型ライブハウスの運営事業からライブストリーミングスタジオのレンタル事業へ業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 アットスター株式会社 7010001071124 焼酎製造会社が蒸留技術、ノウハウを活かしウイスキー製造に挑戦 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 中央区 株式会社Ａｒｇｎａｉ 2010501041440 世界遺産近接エリアにおける古民家改築によるインバウンド向け宿泊事業 武原　弘仁

関東 東京都 墨田区 有限会社六歌仙 4010502015920 福島県銘柄鶏＜伊達鶏＞串焼き居酒屋のＥＣ・テイクアウト事業参入 大桑　克博

関東 東京都 港区 株式会社ウルトラ 7010401107618 Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｄｅｓｋ事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 東京都 江戸川区 ヨシヤコーポレーション株式会社 2011701008254 廃プラリサイクルラインの高度化による石炭代替燃料製造への転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 新宿区 株式会社エイ・テイ・エル 6011101002713 バイク向けカスタム部品のＤ２Ｃ（メーカーから直接消費者に販売を行う）事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社スペックホルダー 7010401101471 ＪＡＲＶＩＳ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社大東鉄工 8011702006904 製造業の人手不足解消とＤＸ化を推進するアウトソーシング事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社成宗製作所 8011301005225 試作品で培った精密機械加工技術による量産部品市場への挑戦 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 豊島区 株式会社セイビー 8010601045212 国内初！診察音声メモアプリ（スマホアプリ）の構築・運営 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社大治 5010801006603 『企業価値向上コンサルティング』の事業展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ＴＯＰ　ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 3010001161481 オンラインプラットフォームを活用した学生・企業向け新サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｗａｙ 9010601050780 元力士による相撲ショー飲食店の開業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社カルチャー 2011001096636 声を出すと元気になるショートボイスブログ事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社バロッコ 4010401099726 システム開発受託事業から冷凍冷蔵車ＩｏＴサービス事業への進出 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＩＣＮＪａｐａｎ 3013201016959 世界のアニメファンへの情報発信＆ボーダーレスＥ－コマース 城南税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社杉元 9011301012286 デジタルポストプロダクションで高品質の中継映像配信を実現 特定非営利活動法人関西事業支援機構

関東 東京都 渋谷区 有限会社クーリエ 1011002029579 生産者と消費者の交流の場を提供するオンラインマルシェ事業 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8011001132006 対面キャリア教育から非対面型の就活支援・人材紹介で事業再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社奈良機械製作所 6010701007304 全固体電池やリチウムイオン電池に使用する粉体表面改質装置の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社住地 5010401091806 スポーツとヘルスケアをテーマにしたお丸山ホテルプロジェクト 株式会社栃木銀行

関東 東京都 港区 株式会社ブラン 7010401104458 紙面の中で動く動画「モーションペイパ」 新都税理士法人

関東 東京都 三鷹市 株式会社ルミナンス 1011101050543 水素吸入メニューをメインとしたリラクゼーション店舗の開業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社ラグーンインターナショナル 9010001117123 新潟カツ丼「タレカツ」の宅配事業、及び食材販売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社インターセプター 1010801018940 下町の工場を活用した介護用ロボット製造業への転換で介護業界をサポートする 河村　晴雄

関東 東京都 港区 株式会社コニタン 1010401112111 障害者の雇用促進を念頭に入れた熱帯魚を中心とした養殖販売事業 株式会社きらぼし銀行
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関東 東京都 渋谷区 アジアビル株式会社 7010401097834 スポーツクラブチームのコーチ向けプライベートトレーニングレンタルジム事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社グローリー 9011001051428 「商品の付加価値を伝える秘訣」を教えるスクール・ビジネス・プロジェクト 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 中央区 日新化工株式会社 2010001053457 自動包装ライン構築による原材料製造から最終製品製造事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社シンメトリクス 8010501033325 ソフトウェアとハードウェア一体型の［スキー場ＩＴプラットフォーム］構築 小嶋大志

関東 東京都 中央区 株式会社明正 4010001058727 難易度の高い危険品を用いた貿易一貫物流への進出による、新たなニーズの獲得 原　伸行

関東 東京都 中央区 株式会社サン－ケイ 9010001130687 楽しく学び、おいしく健康！ココロとカラダにハッピーの提供 かがやきコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＨＯＬＵＳ 5120001176434 リアル店舗での飲食店事業およびそのメディア化によるブランド醸成事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社コイワ 4011801001470 アルミ材の高精度切断能力獲得による、電子基板市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 羽村市 株式会社Ｓｃｉｎｔｉｌｌｅｒ 9013101008679 飲食店経営の強みと地域のつながりを活かした放課後デイサービス ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＫＯＩＫＯＩ 2010401106657 マッチング・トークアプリによるオンライン婚活サービスの展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＦＬ 6011001094859 不動産追客営業ロボット事業 大平　清貴

関東 東京都 台東区 株式会社ベセル 3010501012201 開発した不活化液を活用したコロナ抽出液容器の充填製造ラインの新規導入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ユニモト 8011301007378 ライバー向け動画ネットショップ運営アプリの販売事業 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 八王子市 株式会社完山金属 5010101007327 ＲＰＦ製造および太陽光パネルリサイクルへの脱炭素化事業新分野展開 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 江戸川区 株式会社スピーディ 1011701004304 アジア初！外車メーカー認定取得のための一貫サポートサービスへの新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 町田市 株式会社旭倉庫 5012301000160 「クリエイティブ」な活動と「地域コミュニティ」の創出を促す複合機能を備えたコワーキングスペース事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社四季の旅 7010001140754 日本初！有名神社境内で無農薬野菜のお粥＆野菜レストランの開店 本多　剛士

関東 東京都 港区 株式会社ＢＥＴＡ　ＪＡＰＡＮ 8010401079138 Ｂ２Ｃビジネス展開に向けたアイビューティサロンへの業種転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 品川区 株式会社ライフ・フォース 5011101061140 要介護の高齢者女性向けのプレミアムな出張美容事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社飮食店繁盛会 6011001047395 飲食店コンサルティング会社の強みを活かしたテイクアウト専門店の店舗展開 東京税理士法人

関東 東京都 江戸川区 新盛工業株式会社 9011701003802 鉄骨製作におけるトレーサビリティ実現、ロボット自動化でＨグレード案件進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｂ＆Ｖホールディングス 8011201004525 総合エンターテインメント企業の実現に向けた、キャンプ・グランピング事業への参入 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＤＬＩＶＥ 4290001079365 多種多様な食嗜好の方が集うウェディング対応型レストランに進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ケルプ 9010401063743 リファーラルマーケティング（口コミ紹介）のシステム化によるスモールビジネス実店舗の成長支援 向井　敏明

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 1011101068817 オンラインレッスンのプラットフォーム開発による新分野展開と雇用創出 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 江戸川区 有限会社荒井商事・網さだ 2011702000664 都心で自然を再発見する、体験型施設による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社Ｊｕｎｃｔｉｏｎ６９ 1011801034226 ロードサイドカフェから“オシャレ志向の生食パン”製造販売店へ 株式会社静岡銀行

関東 東京都 昭島市 株式会社あいまり 9012801018681 高品質の農産物を活用した加工食品の製造・販売 美斉津　晃

関東 東京都 品川区 スマイルアンドサンキュー株式会社 4010901018508 健康寿命延伸と医療費適正化を目指すヘルステック事業への参入 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 有限会社八嶋製作所 4010802014779 新切断加工技術（レーザ加工）導入により、複雑・審美性の高い新たな看板製作への対応事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 ｃｏｔｏｂｏｘ株式会社 7011001109772 オンライン完結型クラウドシステムによる海外商標出願・登録事業への新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 中野区 株式会社近代セールス社 9011201001315 金融機関と連携した金融取引に対する課題解決型ＤＸ支援業務 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社あいむケアサービス 5010102011212 訳アリ野菜の加工に特化　就労継続支援Ｂ型事業所への転換 小林　孝至

関東 東京都 新宿区 株式会社アイダックデザイン 1011101035123 アトリエを併設した障害者グループホーム運営による新分野展開 松井　洋治

関東 東京都 千代田区 株式会社エクシア出版 9010001164660 オンライン通信講座「ＥＸ－ＳＴＵＤＹ」（仮称）の販売 税理士法人ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ

関東 東京都 大田区 有限会社ＢＳＫ 5010802017161 ロータス車に特化したフルレストア事業 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社鈴吉 4010601025572 加工設備導入によるピアノ線加工等の内製化と新規分野取引の開拓 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＬＯＵＡＮＧＥ　ＴＯＫＹＯ 1010401092733 健康志向に応えた低糖質オーガニックチョコレート原材料製造事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社金鵄製作所 3010001002025 老舗医薬品容器等メーカーによる医薬品流通の川下ＤＸ化推進事業 青山裕之

関東 東京都 狛江市 有限会社ミヤビ 2012402015259 卸売業からレトルト食品製造のための工場新設及び食料品製造業への業種転換 室橋　健司

関東 東京都 千代田区 株式会社アンジェリケ 7010401070709 一般消費者向け商品の企画とＥＣサイトでの販売による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社柿生電設 7012301000613 新技術を活用した水耕栽培機器の販売および導入支援サービス立上げ計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社実務教育出版 8011101009054 発達支援教室を新規展開し、既存の出版事業とのシナジーも構築する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 港区 大野ベロー工業株式会社 9010401005951 液化水素供給設備用ベローズバルブのメンテナンス事業 いわき信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社プラザクリエイト 9010001088298 グランピング事業参入による新市場獲得と写真プリン需要の拡大 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 六根株式会社 2010901042690 整形外科医が監修するマシンピラティススタジオの開業 税理士法人ＯＫＪ

関東 東京都 立川市 日本光研工業株式会社 4012801001238 次世代車の意匠性を高める新パール顔料の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 千代田区 Ｔ－ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 5010401119029 ユーザーとクリエイターを繋ぐＤ２Ｃサービスの開始 藤原　千穂

関東 東京都 渋谷区 多治見無線電機株式会社 9011001013741 成長産業向け新製品製造のための事業再構築（製造革新、製造方法の変更による業態転換） 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ナンバーワンソリューションズ 6013201015826 ブロックチェーン技術を活用した医療データ関連事業への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 イヨンインターナショナル株式会社 8010401003287 災害現場で求められる遠隔操縦性能を持つ災害対策用ロボットの製造販売 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社アジアンドキュメンタリーズ 8020001125068 ドキュメンタリー映画教育促進のための動画プラットフォーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社タグボートデザイン 6010401125678 広告請負型受注業務から自社開発サービス（音声投稿ＳＮＳ）への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 株式会社ホテルサイボー 5010001057042 「ポストコロナに向けた、日本橋人形町の魅力体験型ホテル事業への転換」 内藤　義光

関東 東京都 台東区 株式会社トマック 4010501007299 学校向け横断幕等の製造技術を活かし、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 江戸川区 日立興業株式会社 3011701006653 中小規模タクシー会社をメインターゲットとする全く新しいドライバー採用広告及び教育支援プラットフォーム提供による新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 大田区 合同会社ＣＯＶＥＲＳ 5010703004977 デザイン教育に特化したオンラインスクール 東京商工会議所
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関東 東京都 中央区 ＵＴＯ株式会社 6010601034695 撮影だけでなく映像制作及び編集作業までもワンストップで行えるスタジオ 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ドリーム・イニシアティブ 2010401078871 専門料理店を併設し、既存店舗の時間と空間の有効活用でコロナ禍を乗り切る 中川　健史

関東 東京都 町田市 有限会社藤正自販 9012302007300 ～制作から製作へ～産業車両分野へスキッパーの新たな挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社大成 1010801006607 材料商社から脱皮し付加価値の高い材料を供給する生産体制を確立 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社プロリンク 9013301020830 「商標出願業務処理ツール」の提供事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 中央区 グリッド・リサーチ株式会社 3010001098451 人材開発プラットフォーム構築によるＤＸ人材の育成・供給事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 セキュリティボックス株式会社 3020003010743 クラウド終活バンク（特許申請済み）自分の死後大切な人に伝えたいことがある。 有限会社銀河企画

関東 東京都 墨田区 株式会社リンクジャパン 2290001064955 インダストリアルパーツ開発 大串　和義

関東 東京都 中央区 日東金属工業株式会社 6010001053544 高度な機械加工を内製化しステンレス容器メーカーから装置メーカーへ 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 日野市 株式会社八木製作所 6013401000768 ５軸加工機導入と組立場の確保による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社エトワール海渡 4010001038316 メーカーと小売業者が直接取引を行えるプラットフォーム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 カムイ フィンランド式屋外サウナ施設事業（名称：日光サウナリゾート） 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中央区 株式会社銀座木村家 5010001040907 銀座木村家の味をご家庭にお届け 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社日工社 2011001017096 工場自動化による特装車部品製造から標準車部品製造への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 豊島区 日本エフ・ディー・シー株式会社 4013301017583 防災事業部門新設を中心とした既存リソースを活かした事業再編 久保　徹雄

関東 東京都 あきる野市 株式会社メイシン精密 4013101005128 ＣＮＣ旋盤導入により生産体制を見直し、自動車・産業装置部品へ新規参入 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 板橋区 株式会社ウイル 6011401016322 特殊包材への安定印字を提供できる高信頼性インクジェットユニット開発による新たな医療市場の獲得 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 中央区 セデック株式会社 6010501029928 ＡＩを活用したアミューズメント施設在庫管理最適化プラットフォームの構築 朝日信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社そ組 1013301029549 長野県高森町の市田柿を活用した新たな地域特産品の開発・販売 株式会社八十二銀行

関東 東京都 新宿区 インキュビオン株式会社 2030001126087 ロボット導入検討企業とベンダーを結ぶ検索・マッチング情報プラットフォーム構築 古賀　雄子

関東 東京都 大田区 東邦インフォテック株式会社 5010801014374 開業支援を行った事業者とコラボすることで店舗を出店し直営事業計画を展開します。 株式会社阿波銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社志村製函所 5011401003057 ＰＯＰ用のカラー印刷段ボールの生産を始め、収益基盤を再構築する 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 豊島区 ＣＲＥＥＤ　ＢＡＮＫ株式会社 8013301039392 本格デザインが強み！オリジナル名刺・チラシのネット印刷通販開始 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 千代田区 株式会社浅田飴 3010001009144 植物由来の液体甘味料ナチュレＳ製造工程の内製化の実現 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 株式会社ジェイトラスト 1011101080912 強みを活用したストックビジネスの新規開発による収益安定化計画 赤城　正孝

関東 東京都 千代田区 大同工機株式会社 3010001021537 エネルギー産業における自動化・省人化を促進　ー高付加価値製品の製造ー 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ブロードリンク 5010001122597 リユースＰＣの販売からオフィス環境のサブスク提供への転換 原田　智法

関東 東京都 足立区 株式会社大和 7011801024279 下水道管渠の大口径管維持管理市場への新規事業体制構築 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 葛飾区 日包興業株式会社 4011801003814 環境負荷低減に寄与する化粧品ブリスターパック事業の開始 城北信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社協立エンジニアリング 8010401008170 福島原発廃炉作業促進に向けた新分野展開による地域社会への貢献 株式会社東邦銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＳＴＡＮＤＡＧＥ 8010901039707 海外クラウドファンディングアクセラレーション 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社リブラ 6010901033777 感染リスクを抑えた２４時間営業の高品質フィットネスジム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社グローバルゲイツ 9010401094359 感染症対策国際認証制度ＧＢＡＣ　ＳＴＡＲ活用オンライン清掃教育事業 佐藤勝裕

関東 東京都 豊島区 株式会社クライシスインテリジェンス 2010002047482 防衛関連の情報提供サイトの制作とオンライン展示会の展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社高橋製作所 5011401003981 コロナ禍からの回復のため切削工程を内製化し新製品開発の高速化 西京信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社シェルパ 8010001143533 日本古来の低炭素暮しを伝える限界集落の学校（フォークスクール）の開設 司南税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ハタグループ 2011101072909 中国向け越境ＥＣシステムの構築による化粧品等の提供 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｌｐｈａｋｔ 4011001119592 ハイクラス人材による企業のデジタルマーケティング支援サービス「Ｓｋｉｌｌｂａ」の展開 沼田　浩一郎

関東 東京都 新宿区 海鷹ジャパン株式会社 7011101066006 循環型社会、脱炭素社会の実現に向けたリサイクル金属の選別、販売事業への参入 株式会社千葉銀行

関東 東京都 品川区 アースファスト株式会社 8010901019964 おうち安心化サービス（ホームオフィスの総務部） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭｉｒｒｏｒＬｉｆｅ 5010001161505 スマートビル化を促進するクラウド型統合管理サービスへの転換 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社俺カンパニー 3011001053867 山本のハンバーグをおいしく食べて健康に！通信販売事業 白川　淳一

関東 東京都 中央区 合資会社塩瀬総本家 6010003006855 老舗和菓子会社が挑むＤ２Ｃビジネスモデルへの事業再構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 町田市 株式会社ＢＯＡＴＲＩＰ 9012301009355 最も働き方改革が必要な大学病院医師の勤務をＩＴ管理システムでサポート ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 4010901040528 サロン・ＥＣ・ＢｔｏＢへ展開するアンチエイジング総合事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社鳥益 7011802005674 創業６０年、地域に愛される老舗焼鳥店の惣菜製造販売事業参入による事業再構築計画 朝日信用金庫

関東 東京都 墨田区 ＨＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4010601045810 中華火鍋居酒屋を、他店にはない希少部位、サブメニューを６０種類以上そろえた焼肉店への転換 増田　考邦

関東 東京都 文京区 株式会社おがた 9010001132056 千葉県産天草のアンテナショップ立ち上げによるブランド強化計画 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ファミリアパートナーズ 8010001178752 デジタルツールを使った自主管理サポート（自主管理サポートＤＸ） 株式会社清水銀行

関東 東京都 足立区 株式会社オンズ 9011801021910 魚の干物の通信事業販売 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 医信株式会社 5010601049678 健康食品の販売による利益拡大事業 興産信用金庫

関東 東京都 目黒区 ＴＲＥＥＳ株式会社 7011001037362 非対面受付でのパーソナルトレーニングジム 城南信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社高島高速度直線機製作所 3011801002734 分析機市場向けのチタン線材の自動直線機開発 東信用組合

関東 東京都 新宿区 ＪＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 7011101077390 スマホを活用した飲食店の注文から決済までを支援するアプリとグルメサイトの開発 森　滋昭

関東 東京都 港区 株式会社リストランテ・ヒロ 9010401031477 亀戸の「食の発信地」を目指すフードコート事業 株式会社徳島大正銀行

関東 東京都 小笠原村 株式会社てつ家 6010001158104 世界自然遺産小笠原の森に佇む随一のハイグレードコンドミニアムへの事業転換 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社マルシン 9010501034974 定食・居酒屋を、バーベキュー施設付き焼肉店に転換し、地域ファミリー層を中心に集客する 増田　考邦

関東 東京都 中央区 株式会社ＢＡＮ 5011101083738 餃子製造を開始し無人販売店舗を中心とした新業態を展開する 東京シティ信用金庫
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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 東京都 三鷹市 １５１－Ａ－ＲＣ株式会社 3012401022833 個室サウナとサウナ飯（本格蕎麦）を一体で楽しめる「恵比寿サウナー」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 東和フードサービス株式会社 6010401083455 「物販専門店」の新規出店と「ＥＣサイト・全店舗共通アプリ」導入による事業再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｉｓｉｏｎａｒｙ 2010501032506 接客販売の独自ノウハウを活かした、人材育成・管理・店舗運営支援をＤＸで展開。 三田　与志雄

関東 東京都 中央区 株式会社凪スピリッツジャパン 6011101053632 冷凍自動販売機（ＲＡＭＥＮ　ＳＴＯＣＫ２４）　を用いた新たなラーメン市場の開拓 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 北区 株式会社松下電機製作所 6011501004375 自動車部品メーカーによる個室サウナ＆ヘッドスパ事業への挑戦 青山裕之

関東 東京都 江東区 株式会社ディー・エム広告社 7010601004821 ＤＸ時代に対応したデジタルマーケティングサービス「お小遣いアプリ」の開発・展開 佐藤　雄司

関東 東京都 品川区 株式会社シール堂印刷 9010701004307 内製化及び工程集約による生産性向上及び新商品開発によるＢｔｏＣ取引の拡大 若杉　拓弥

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｅｎｕ　ｍａｇａｚｉｎｅ 6011101063846 ユーザーフレンドリーで革新的なネットスーパー構築システムの開発事業 税理士法人ディープインパクト

関東 東京都 世田谷区 株式会社弥栄 3010901043705 スクールフォトサービスの越境ＥＣサイトを開発し台湾市場を開拓する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社国土ガスハイウェイ 7010001171337 京都舞鶴港ＬＮＧ基地の事業化及び発電量増量デバイス、資源・エネルギー回収装置の仲介事業 税理士法人長坂会計事務所

関東 東京都 豊島区 株式会社丸正タケダ 4013301012741 既存事業の生産性を高め、アウトソーシングサービスで再構築を図る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 アイエイチエフヒューマンリソース株式会社 2010401112688 男女共同参画時代が生んだ、新たな子育てニーズに応える子育て代行業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社ギミックワークス 4011002006014 アーティストと地域を繋ぎ、シナジーを生み出すＨＵＢスタジオ開業 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 ビッグクリエイト株式会社 2180001103146 個室サウナ「自問自答」の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 品川区 株式会社ジェラフル 5010701026998 コロナ禍に適した新業態の店舗開業による事業多角化 芝信用金庫

関東 東京都 荒川区 翼工業株式会社 7011501007600 看護師用品の刺繍・裾上げ及び聴診器等のレーザー刻印事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 株式会社アスコーテック 5010801020422 導体幅精度向上、多色化によるモジュール基板製造高度化の実現及び軽薄短小基板製品の開発 若杉　拓弥

関東 東京都 杉並区 株式会社ナカエ・アーキテクツ 9011301015140 デザイン力と地域資源を活かした北陸初の『鮨オーベルジュ』事業の展開 のと共栄信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社らっく予防医学研究所 7010802020015 マッサージ業から強みを活かした足湯カフェへの事業再構築 司南税理士法人

関東 東京都 稲城市 株式会社ゼファー 3013401005415 動画等の撮影スタジオ・美術セットレンタル販売業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社アークリンク 5011001046175 奥松島グランピング施設　事業計画 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スモールアイランド 3030001012889 食品流通合理化システム開発・販売事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ダブルキャリア 1010001127311 オンライン人事課題解決プラットフォーム「人事ギルド」構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社月白 4021001061769 フルーツパフェ専門店とテイクアウト商品で地産地消の街づくり 横山　禎一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＯＶＥ 7010001160587 視線追跡型ＶＲ機器を用いた『認知機能セルフチェッカー』の提供 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ジェネラルハードウェア 4010401012762 多種多様なトレーラーハウスの開発と防災用への展開へ 税理士法人川越会計

関東 東京都 杉並区 株式会社オアシス 2011301001254 家事の動画配信サービスとＥＣサイトによるオリジナル洗剤の販売事業計画 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ドーバーシーフーズ株式会社 6040001033394 ベトナムでのスマート化工場運営による製造事業への業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 立川市 株式会社平野製作所 1012801001397 熱硬化性樹脂の射出成型技術開発による、自動車産業への新分野展開 魚谷　康行

関東 東京都 練馬区 株式会社ヨネ・プロダクション 7011601016848 ウィルス感染細胞の研究支援に特化した撮影体制の構築 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈ＆Ｉ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8190001013495 ＳＮＳ型配信プラットフォームの開発による共存共栄型ビジネスモデルへの事業再構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 ウルフパック・ジャパン株式会社 9011001116395 懐かしさを呼び起こす、デジタルにはない、生きた音色を提供するアナログレコード事業 加藤一男

関東 東京都 町田市 株式会社ＳＰＥＥＤＢＡＬＬ　ＭＯＴＯＲＳ 7012301009687 千葉県白子町の１，５００坪の土地を活用した最先端撮影スタジオの運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 江東区 株式会社ビノス 3010601039838 個人宅へ美容室のクオリティを届ける訪問美容事業 税理士法人きわみ事務所

関東 東京都 渋谷区 合同会社三是人 9011003008566 飲食店からリラクゼーションへ業種転換で地域の健康に新たな貢献 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ニューコモンゲート 5010901027061 流通戦略の抜本改革！自店舗で実現する通年販売と持続的製造体制 河村裕司

関東 東京都 渋谷区 株式会社京王興産 5011001007185 リアルｘバーチャル・非接触ｘ未来型の　ボウリング場プラットフォーム展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 タブリエ・コミュニケーションズ株式会社 9011001110290 アニメアフレコ事業への進出 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 有限会社ライフライン 9011102027847 エステティック事業から牧場カフェへの事業転換 鈴木　一貴

関東 東京都 目黒区 サカモト・ダイテム株式会社 4013201002280 医療市場における超精密極小部材向けモールドベース製品の新展開事業 牛腸　真司

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｏｎ　Ｐｉｎａｒｄ 2010401075200 ハイエンド向け食とワインのデリバリー型ＥＣ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社アシスト 5010801000424 劇場上映用ＤＣＰ制作から個人向けディスク・オン・デマンドサービス（ＤＶＤ／Ｂｌｕ－ｒａｙの受注生産と販売）の展開 野竿　健悟

関東 東京都 世田谷区 株式会社バタフライエフェクト 6010901036945 個別カウンセリングによる子どもの体調に合わせた幼児食の宅配 松本　純

関東 東京都 文京区 株式会社ＴｏｍｏＢｉｚ 4010001201451 越境免税ＥＣプラットフォームの構築 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 有限会社伊藤商店 4011802000703 地方創生ＤＸネットスーパー事業とアンテナショップ通販運営事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社フォーエバーユース 3011101071496 飲食店と企画主催者のマッチングプラットフォーム構築事業 サポート行政書士法人

関東 東京都 港区 株式会社牧野総本店 2010401027886 老舗葬儀社が挑む古民家風倉庫をペット専門葬儀会館へ改装する再生計画 税理士法人Ａｒｚｔ

関東 東京都 千代田区 株式会社アト 1011001059684 ポスティングスタッフのライブストリーミング機能の追跡動画による支社がない地域への展開 増田　考邦

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社Ｏ・Ｅ・Ｃ 4012801006542 人材不足・改修工事需要増大を見据えた加工管製造への業態転換 サポート行政書士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社ティス 1013101004710 部品商社からの脱却と次期を担う半導体装置部品メーカーへの発展 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮＩＴ 3010401096179 先端的なデジタル技術を活用した、店舗集客支援サービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 墨田区 丸善機械株式会社 7010601015331 工作機械の卸売業から作業スペースも含めた工作機械賃貸業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社エス・ティー・ワールド 6011001011401 エコシステムを取り入れた新たなペットショップ「いきもの学校」 株式会社横浜銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ａ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ 9010401064312 地方発信で世界に通用する人材育成、地域サポートをワンストップで実施する複合型施設の設営 さわやか信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社ブックローバー 7013401006558 古書を有効活用する新分野展開、安らぎと癒しの絵本カフェ 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 有限会社上木商店 6010502001472 総合メディア対応型コスプレスタジオ事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 目黒区 合同会社モウケン 1011003005091 美容寿命を延ばすためのセルフエステ導入事業 税理士法人ミット

関東 東京都 昭島市 株式会社京南 7012801002084 洗車ビジネスが付加価値を生み出す画期的情報システムのＤＸ連携 西武信用金庫
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関東 東京都 板橋区 有限会社エフケートレーディング 2011402001599 大型ゴルフ用品店併設・最新機材で利便性を極めたインドアゴルフ事業 清水　健介

関東 東京都 八王子市 株式会社風雅 2010101010168 ポストコロナ時代の森林浴カフェ＆長期滞在ワーケーションキャンプ場の構築 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 目黒区 １ｓｔ　ＰＬＡＣＥ株式会社 7013201017020 ＶＲ　ＨＡＢＩＮＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ 税理士法人クオリティ・ワン

関東 東京都 中央区 株式会社丸太屋不動産 3010001057283 日本初のＮＦＴアート常設展示～日本橋と仮想空間でのギャラリー運営 萩口　義治

関東 東京都 豊島区 株式会社グーバル 9013301031084 点滴用留置針部品「カシメピン」と神経ブロック麻酔針部品「カヌラ針」の自社製造体制構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社荒木製作所 2012701002032 北海道初、食品微粉砕（ミクロン単位）受託加工事業の開始。ＨＡＣＣＰ準拠工場を開設し対応 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 フィーサ株式会社 5010801010299 コア部品であるイオン発生素子を進化させ新たな市場に進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＥＫＡＩＥ 3011101079085 近場で海外気分！韓国食品スーパー事業の展開 東京信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ハタデコラティブアート 1010001054555 ＣＭ美術デザインと建築業の融合による内装サービスサイト事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｕｘｒａｓ 8010601017707 かりんとうで新たなマーケットを開拓し米菓で紡いだ伝統を守る 東京信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｔ．トラベル 7011101034994 旅行業から学校と受験生のマッチングポータルサイト運営への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 調布市 アセンドゾーン合同会社 1012403003544 老若男女が家族で安心して楽しめる抗菌塗装を施したインドアゴルフ事業 松山　亮樹

関東 東京都 世田谷区 株式会社立花 9010401094937 地域資源の活用！霧島の温泉地で行う　＜フランピング＞事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ゼストエンターテイメント 6010001140094 音感とリズム感が身につく子供向け教育番組の制作・配信 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 ユニバーサルアドネットワーク株式会社 1013301034929 デジタルアートの展示イベントの開催及びデジタルアート制作・販売事業 税理士法人スリーエス

関東 東京都 目黒区 株式会社ＭＵＧＥＮ 1013201016928 もったいない魚たちを全て使い切るＳＤＧｓに大きく貢献するラーメン屋「海富道」への業態転換 長岡　孝之

関東 東京都 江東区 大島中の橋商店街振興組合 6010605001130 ウィズコロナ時代の電子決済対応自販機による地域特産品販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＤＥＬＩ 1010402036417 新タイプの非常食ローリングストック定期便事業による再構築 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 株式会社トリプルエー 6010501025299 認知症対応型介護サービス事業所（小規模多機能型居宅介護事業所）の運営 福島信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オーキャン 3010401140507 飲食料品に特化！インフルエンサーマッチングプラットフォーム 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 港区 株式会社ベースファイヴ 9010901040151 イベント企画会社によるエンターテイメント性のある精肉店開業 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 5011101073961 医療機関におけるＤＸ化、および、その推進人材の採用と教育の支援事業 蛭田　昭史

関東 東京都 品川区 エイエスディ株式会社 7010701025791 指紋認証付きＩＣカードとブロックチェーン技術による認証基盤サービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 調布市 株式会社バックヤード 7012401036557 仮想空間と現実空間を融合～ｘＲ映像で作る新しいオンラインイベント～ 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＣＯＮＶＥＹ 4021001045458 『法人向けケータリング事業』から『個人向けパーティーフード通販』への業態転換 かまた税理士法人

関東 東京都 品川区 Ｈｕｂｂｉｔ株式会社 2011001126938 患者や事業者のＩＴリテラシーに依存しない入院患者向け健康管理補助システム 佐々木　泰輔

関東 東京都 板橋区 ベローズ　ワークス　トウキョウ 蛇腹楽器修理サービス業から純日本製蛇腹楽器の製造へ 佐藤誠一郎

関東 東京都 新宿区 リンクトラスト・ペイ株式会社 2010001124068 後付けスマホ決済装置による各種機器のキャッシュレス化推進事業 齋藤　利文

関東 東京都 中央区 ダンサイエンス株式会社 9010001004718 全天候型パーソナルゴルフ練習用コンテナ（Ｇ＿ＢＡＳＥ）販売事業 河合　　真悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビジュアライズ 3011001041442 ライブコマースが可能なオンライン配信システムのＯＥＭ販売 佐久間裕幸

関東 東京都 中央区 ＩＣＴラボラトリーズ株式会社 6010001116128 ＡＩ＋予約・業務管理ＡＳＰサービスの新規提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社フードサプライ 2010601037487 青果卸売業が作る野菜炒め専門店の事業計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 小平市 株式会社シルバーサポート 5012701000487 福祉美容業の経験を活かし、高齢者・障がい者をターゲットとした美容室の開業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 サナス株式会社 2010601030707 人情の街・住吉をビールで街おこし！地域を活性化する新事業 東京東信用金庫

関東 東京都 町田市 有限会社ビックトラウト 3012302007685 グランピング場とヤマメ養殖復活による新規事業展開 Ｔ＆Ａ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社産経映画社 8010401011042 歴史的・文化的価値の高い映像の電子ライブラリシステム構築事業 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＶＯＩＣＥＴＯＲＹ 7011001118988 将棋の街「千駄ヶ谷」で食事のできる将棋サロンを展開 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社エーモード 8010001109930 「カンポットペッパーの輸入・加工・販売、ネットショップ展開」による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ウィスコム 7010001142288 コロナ禍で需要が拡大するメタバース（仮想空間）アプリの開発 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社パノラマ 6011001069209 地域初！制作力を活かしたウェブ制作会社からハンバーガー店に進出 税理士法人リライアンス

関東 東京都 渋谷区 Ｗａｎｏ株式会社 2011101048925 一流シェフがキャンプ好きな３０－５０代に振る舞う高級キャンプ飯「そらをあおぐ」 木村　兼作

関東 東京都 台東区 株式会社駿河Ｅ－ｓｔ 6010601042368 九十九里を満喫する！トレーラーハウスによるグランピング事業！ 稲葉　順一

関東 東京都 千代田区 株式会社肉屋の台所 4010901031460 和牛専門店の技術を生かした、焼肉用食材及びタレ等の焼肉周辺の食料品加工業 税理士法人ナビオ

関東 東京都 大田区 さとう歯科医院 ジルコニア歯科技工の内製化による補綴治療「ワンデートリートメント」の実現 森田　昇

関東 東京都 府中市 株式会社スペースナビ 8011001119903 オフィス縮小事業／ワークスペース検索アプリサービス事業 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 中央区 有限会社エースデント 2010002045081 歯科技工士の知識を活かした整体サービスで　新分野展開を図る事業再構築 中ノ郷信用組合

関東 東京都 文京区 株式会社ＣａＴｅ 8010401151854 地域の教育格差をなくす教育プラットフォームの開発 齋藤　信一郎

関東 東京都 武蔵野市 株式会社川西 4012401011001 遠隔監視が可能なＩＯＴ機能搭載のバイオマスボイラー開発・販売事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハロー 8010401111073 個々人に最適化された高品質な音声コンテンツの開発による新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＦＦ　ｐｒｏｊｅｃｔ 8010901044343 若者の孤立を支える「コミュニティ促進型シェアハウス」の運営 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 府中市 株式会社オフィスＡＺ 4012401033953 リターナブル瓶によるドリンク定期宅配とコワーキングカフェ運営 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社健組 3010101009903 地元の木材を活用した在来型木造建築向け製材事業への新分野展開 森田　俊朗

関東 東京都 千代田区 株式会社ＩＫＫＩ 6010001152073 アフターコロナを見据えた巨大立体プロジェクションイベントの立ち上げ ＮＸ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 Ｉ＆ＣＯ合同会社 9011003009688 ギフトムービーサービス・Ｇｉｆｖｉｅ開発事業 Ｍｏｏｒｅ至誠税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＵＮＯＫＩ　ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 6011601021171 日本の伝統芸術作品をブロックチェーン上で販売する仕組み 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 有限会社国分ネームプレート 8012802000854 鉄・ステンレスからアルミ素材の新型製品等の小ロット生産ラインへの対応に向けた業態転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ヴァイス 2010401109701 地域文化交流の促進とゴルファー向け総合サービス業の展開 東京商工会議所
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関東 東京都 中央区 株式会社グラヴィタス 3010001095399 世界初の配信プラットフォームで音楽業界をＶ字回復するＡＩシステムの構築 白川　淳一

関東 東京都 新宿区 株式会社マイコンシェルジュ 9011101044298 地域の観光商品の海外販路開拓を支援するオンライン訪日ツーリズム商談会事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 ニダック株式会社 5010001025858 高剛性マシニングセンタ導入によるステンレス鋳鋼品の精密加工への進出 滑川義裕

関東 東京都 港区 株式会社る・ひまわり 9010401066341 自社開発ＳＮＳ型オンラインライブコマースアプリで地方劇団が販売する名産品 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 北区 株式会社十條合成化学研究所 6011501001967 自動調合・充填ライン導入事業 アアル株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社モトポリ 1013301042923 飲食店コンサルティングから飲食店の運営へ、自社のノウハウを最大限に活かした事業再構築 愛媛信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＵＰＤＡＴＡ 2010401071678 データ活用オールインワンＳａａＳへの事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 望クリニック 整形外科による院内施術から、家庭内ケアに向けて患者の体質に合わせたサプリメント外来事業 増田　考邦

関東 東京都 世田谷区 株式会社アコーダイニング 4010901015827 本社を一部改修し自社チーズとジェラートの製造拠点となるラボラトリーの新設 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 インバウンドテクノロジー株式会社 8011101075864 リバーサイドグランピング伊豆大見川 三島信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社弘中塾 1010401135913 歯科医師国家試験対策用の動画通信教育事業 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 株式会社丸順 4011001105436 「旨い・安い・早い」をご家庭に！肉まん・点心等中華料理のテイクアウト・ＥＣサイト販売事業 増田　考邦

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ 9012701010524 若手歯科医師向け臨床実習のオンライン配信事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社のうこつぼ 6010401123616 アプリを活用したお墓管理サービスで「のうこつぼ」を身近に！ さわやか信用金庫

関東 東京都 北区 二幸電気工業株式会社 9011501003580 コロナ禍に伴うデータ通信急増に対応した光分野部品製造への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社アントルプランドル 8130001060064 電子楽譜ＥＣサイトプラットフォームの構築による新市場への進出 株式会社エクステンド

関東 東京都 新宿区 株式会社一丁 1010001138705 居酒屋から成長が見込まれる注目の「中食」への業態転換 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社コーチャル 3010501020880 アフターコロナの憩いの場づくりを目的とするカフェレストラン事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 アドテンポネットワークス株式会社 3010701019839 ＤＸを取り入れたデータ一元化のプラットホームを構築　全国ワンストップメンテナンス新事業プロジェクト 税理士法人　みなと財務

関東 東京都 中央区 一般社団法人アートのある暮らし協会 6010005021828 建築住宅産業とアート産業を繋げる会員制アートマッチングプラットフォームの構築 税理士法人アクシス

関東 東京都 港区 株式会社コンソメデザインブロック 5010401084388 デジタルマップ・フリーマガジンとＦＲＥＥＰＡＰＥＲで町おこし セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社永明 1011101002791 韓国食品に特化したレトルト食品製造により、総合韓国食品製造販売企業へ転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社クワガタ 4010501003240 フィギュアおよびオートバイを販売するカフェ運営事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｅｎｉｇｏｌ 9010001194071 転職エージェント事業から人事業界特化型の業務効率化ソフトウェア販売事業　への事業転換 ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 立川市 ラウンジエリート ビジネスマンのために「家庭のぬくもり」を提供する家庭料理飲食店への転身。 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社経済界 5010401009147 老舗ビジネス出版社によるベンチャーインキュベーション事業 小松原　史雄

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＥＡ工房 6010401046791 誤薬のない安心安全の介護施設向け調剤事業の展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｓ－ｔｒｏ 5011101068268 リサイクルショップ事業から韓国食材スーパーへの事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社Ｄａｎｉｅｌ＆Ｂｏｂ　Ｊａｐａｎ 9010401140071 卸売業から高品質レザーグッズのオンライン仮想ショールームへの展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 中野区 バタフライエフェクト合同会社 2011203002805 インバウンドから国内観光・マイクロツーリズムへ新分野展開　ファミリー向けアミューズメント型宿泊施設の新設 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 アイディール・リーダーズ株式会社 5010001166917 会社と従業員個々人のパーパス（存在　意義）の一致度を測定するシステム 菊地　正和

関東 東京都 文京区 特定非営利活動法人ＡＲＵＮ　Ｓｅｅｄ 8010005022122 ＡＲＵＮ　Ｓｅｅｄ　ソーシャルビジネス情報事業計画 古賀　雄子

関東 東京都 千代田区 株式会社アソルティ 7010001169364 地域活性化に貢献！最新技術で営む無人型レンタルダンススタジオ 相原　恭子

関東 東京都 中央区 株式会社グレイスレディ 4010001145962 文武両道の子供達を育成するためのアフタースクール事業の開始 青木　宏二郎

関東 東京都 渋谷区 有限会社デノボストラクチャー 9011002029076 日本の伝統文化と現代のモードを融合させた全く新しいサステナブルファッションで世界に挑戦するオリジナルブランド開発事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 荒川区 インター・ノバ株式会社 9010501018003 既存市場（不整脈市場）から新市場であるＡＳ市場に進出する新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＮＹ 6010901044238 ジビエ肉のブランド化とＥＣサイトでのジビエ肉販売計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 エムアンドシーコンサルティング株式会社 9010001012522 研修及び教室事業への新規参入プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社スリムビューティハウス 4011101010800 メンズ「脱毛」サロンへの新規参入！　男性向けトータルビューティーサービス提供開始 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 世田谷区 株式会社こどもみらい 7010901017341 独自開発技術を活用した保険者支援事業への進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジヤパンビジネスカウンセル 5010901005851 「自分に優しいことは地球に優しい」作り手と受け手をつなぎ、五感を楽しむカフェとＥＣサイトの展開 新沼　太一

関東 東京都 港区 イントロダクション株式会社 4010601044127 オンラインブライダル支援事業 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 東大和市 有限会社荒井商店 9012802005316 ガソリンスタンド業から次世代自動車整備可能な認証自動車整備業へ転換 飯能信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＨＩＤＥ 3013203001901 受賞歴のある日本の伝統工芸品の多言語対応型越境ＥＣサイト「ＣＲＡＦＴ　ＪＡＰＡＮ」 鈴木一郎

関東 東京都 板橋区 株式会社東京アニマルプラス 5011401021620 放課後等デイサービスとして取組む障がい児向け療育乗馬教室による新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 町田市 株式会社ジョイフルコーポレーション 3012301001053 とんこつラーメンの福岡で横浜家系ラーメン多店舗展開での新分野展開 市竹　敦

関東 東京都 豊島区 株式会社インテリジェントプランナー 6013301025130 「ヘルシーなガレット料理」の個人向け通信販売と全国レストランへのガレット食材卸売り事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 荒川区 日の出ドライクリーニング株式会社 5011501008402 ロボット店舗による洗濯代行サービス事業の立ち上げ 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社西川商店 8010902011409 商店街からＳＤＧｓに取り組み！環境配慮型の新しいテイクアウト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 港区 株式会社リオネス 8010701025997 映像制作の強みを活かしたオンラインによる美容・健康の知識及び技術提供事業 野村　純一

関東 東京都 千代田区 株式会社つり人社 6010001023159 釣りに関わる地域事業者とつり人を繋ぐ！ライブコマースへの挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＴＯＮＥ．Ｂ 2011101081042 ライブコマースによる事業転換事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ポポンデッタ 1010001090971 新商品開発と社内物流体制の構築による製造販売事業再構築 株式会社エルニコ

関東 東京都 港区 株式会社アンド・ディ 2010401053453 調査自動化ＡＩ・プラットフォームの開発によるＳａａＳ型市場調査サービス展開企業への転換 芝信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社アーキラボ 5010101012319 現役大工が運営するＤＩＹ総合パークと廃材家具ＥＣへの新分野展開 若槻　周平

関東 東京都 品川区 大成祭典株式会社 9010701005569 オンライン葬儀事業 佐藤淳

関東 東京都 渋谷区 バイン株式会社 9011001030340 Ｅ－ＢＩＫＥを活用した新たな観光資源となるサイクルスポーツ場運営事業 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所
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関東 東京都 千代田区 三共グラフィック株式会社 3010001016900 新素材を採用し高付加価値を提供できる自動化無線綴じ製本システム 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中野区 合同会社ＳＯＰＤＥＳＩＧＮ 1011203003226 ペット同伴可能なアウトドア特化型宿泊施設運営事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社プロパティ・パートナーズ 5011101058269 鬼怒川温泉を復興！エコ×ヘルス×地域が運ぶアフターコロナの非日常 西武信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社ウオールナット 7012801000170 ＡＩデータ解析プラットフォーム構築事業 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社高山 8010001004693 最新デジタルラベル印刷機導入による新製品製造と新サービスの展開 林　正巳

関東 東京都 足立区 有限会社太田商店 9011802010796 豊かなニューノーマル「美味しいＭｅａｔ」ＢｔｏＣオムニチャネル 税理士法人第一経理

関東 東京都 中央区 合同会社ＣＯＶＯ 1010003034316 急速冷凍技術の導入による「揚げピザ」の開発、非対面型ビジネスモデルへの業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ディグナ 9290001052301 中小企業向けＤＸ人材育成事業「ＤＸ学校」立上げによる事業再構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 ベターライフ株式会社 7030001102521 地域事業者と提携した海外物流代行サービス 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｊ－ＤＥＳＩＧＮ 7010001106929 美容室の顧客管理・運営システム「美好～ｍｉｙｏｎ」の開発と運営事業 小森　孝一

関東 東京都 豊島区 南洋アスピレーション株式会社 6013301023794 館内配送システムおよびプラカードシステムのパッケージソフトウェアの新開発・販売 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 中央区 有限会社ＹＯＫＯＴＡコーポレーション 7011202010317 コロナ禍における新しい形の総合的な健康トレーニングサービスの新規提供および事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 板橋区 株式会社バングオン 6011101061734 非対面でも美味しさ楽しさが伝わる自動販売機小売業　～食で地方と都心を繋ぐ～ 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 葛飾区 株式会社益岡製作所 9011801014583 ゴム製品製造ノウハウを活かしたフィットネス事業への新分野展開 亀有信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社サイバーテック 5011101060984 ＳＤＧｓに対応した、文書の電磁的保存サービスによる新分野展開 豊島　賢二郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＩＹＯＮＯ 9010601050938 市場価格の１／１００　デジタルマーケティングするなら　ＭＡＧＮＥＴ開発 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社イクリエ 5010501033360 キャラクターコーチングによる孤独感の癒しと声優の活躍の場の提供 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＭＥＣＡ 2010401132372 日本の医療に関する多言語オンラインプラットフォームの構築事業 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 千代田区 テンワス株式会社 4010401048055 飲食店の新規出店支援事業への進出 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社イープラス空間設計 5010001139864 地域の業者と連携し、地域食材を使ったバーベキューレストラン 株式会社常陽銀行

関東 東京都 中央区 インプレイス株式会社 2010401118611 中小企業向けにサブスクリプションモデルの次世代型セキュリティサービス事業を展開 中山　陽介

関東 東京都 清瀬市 合同会社佛跳牆 5012703001995 軽飲食から重飲食「薬膳割烹料理専門店」への事業転換 田中　貢

関東 東京都 千代田区 未来建築研究所株式会社 2010401121219 鉄筋業界のＤＸ推進に向けたアプリケーションソフトウェアの開発・販売 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 港区 ＪａｐａｎＳｅａｒｃｈ株式会社 4010901040222 地域と連携し日本の美しさを伝える新しい観光・メディアビジネス 菊池　友義

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｎａｔｏｗａ 5010901041153 こだわり八百屋が挑戦する「シェアキッチンとフードデリバリー支援」事業 税理士法人ＡＳＵＷＡ

関東 東京都 中央区 シオノケミカル株式会社 2010001046345 製剤製造設備の導入による内製化と医薬品製造技術の他分野への応用展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社森田産業運輸 1011801012611 タイヤデータ等の車両モビリティデータの代行取得・提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ハイサイド 2013201012686 化粧品会社が実施する内外美容実現に向けた食品飲料販売事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 港区 一般社団法人助成金支援協会 9010405014239 「補助金無料検索ポータルサイトの運営」及び、「無料自動診断・補助金申請書作成システムの提供」 鈴木一郎

関東 東京都 墨田区 株式会社アライ 6010601041849 リノベーション技術を活用した障害者グループホームの整備・運営事業 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社共立精機 6010802004357 医療用ガラス製造装置部品の生産体制構築 川崎信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ニューピース 7010001161016 コミュニティ管理・運営ソフトウェア「ｃｏｍｃｏｍ」の開発事業 坂下　尚弥

関東 東京都 荒川区 アサヒ産業株式会社 7011501005125 介護事業とフレイル予防事業のワンストップサービス 篠塚堅司

関東 東京都 台東区 コロンブス・メディア株式会社 1010001160007 不動産、メディア企業による在日中国人向けプライベート旅行の提案 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳｔｙＬｅ 1011101069583 個人事業者でも使えるセントラルキッチン事業の新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江東区 フォトビション・ジャパン株式会社 8010601027672 環境にやさしい段ボール什器・ディスプレイとフリース壁紙の開発 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社サウンズグッドカンパニー 5011001100031 会員型企業ＰＲ動画プラットフォームサービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アプリ・スマート 5010001132902 翻訳支援Ｗｅｂサイト 桜内　文城

関東 東京都 渋谷区 株式会社グミ 2011001046954 ３Ｄバーチャルオフィスサービス／３Ｄバーチャル会場サービス Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 東京特殊印刷工業株式会社 3010901008022 非接触型スイッチ事業化に向けた外観検査設備の導入 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 東京都 台東区 協栄化成株式会社 5010501003082 提供方法を転換し顧客のジャスト・イン・タイムに応える体制を構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 有限会社ミナト技研 2010702008032 新規機械設備の導入による大型水力発電用ブレーキの生産 さわやか信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社データマックス 4011201003472 フォト婚礼ポータルＥＣサイトを構築します。 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 株式会社システム科学 1010001003545 アフターコロナの密回避を旨とする、研修事業オンライン化への業態転換 山田　美典

関東 東京都 大田区 株式会社ＵＫトレーディング 4012401019886 キャンピングカーに特化した、カーシェアリングマッチングサービス さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 モノリス株式会社 9011101090342 オンラインとリアル会議の融合～営業トークシステムの新開発～ 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 株式会社コトバデザイン 9011001117963 デスクレスワーカー向け通話アプリケーションおよび関連ソリューション事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 有限会社相馬水産 3010002021627 豊洲市場で老舗鮪専門仲卸として培った強みを活かした鮪料理中心の食堂の出店と新ブランドＥＣ連携 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 立川市 トータルトレーディング株式会社 1012801006652 養沢グランピング事業 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 港区 株式会社メディア戦略 9010401126590 ＡＩによるプレスリリース添削配信に伴うサービスのオンライン化 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 福生市 株式会社日本晴れ 5012801007804 低価格で気軽に通えるフィットネスジムの店舗展開 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 中央区 株式会社ライフビジネスウェザー 2010001106421 テイクアウト飲食向けＡＩによる健康メニューレシピ作成システムの提供 東京中央経営株式会社

関東 東京都 葛飾区 葛飾ロード株式会社 3011801000911 作業のＤＸ推進！次世代型のインフラ維持点検業への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 三鷹市 株式会社ティーフォース 5012401020785 未利用食品有効活用のための多機能食品乾燥機の開発と事業化 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社シーエフインターナショナル 1010001134126 ＤＸを活用した日本の和紙工房と中国の建築事務所のマッチング事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 東洋鍛工株式会社 7010801007995 物流中継拠点で最終出荷工程設備新設による新分野の顧客獲得計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 練馬区 株式会社パプレア 6011601020834 写真館フォトウェディング撮影予約システム＆写真管理アプリ事業 城北信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ピコナ 5010701025653 オリジナルアニメの企画・製作やライセンスビジネスを通じた事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 東京都 葛飾区 鳳自動車株式会社 3011801000779 地域に愛されているタクシー会社による「タクカフェ・屋台」の展開 森　健輔

関東 東京都 世田谷区 エックスアールコンテンツラボ合同会社 1010903004723 ＸＲ可搬型エアーシアター３６０コンテンツ事業への進出 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 中野区 有限会社セカンドダイニング 5011202004873 脱居酒屋！漁港直結の今朝獲れ鮮魚の魚屋＆すし屋へ業態転換 税理士法人ＴＭＳ

関東 東京都 葛飾区 株式会社フジデリバリー 8011801004180 エレクトロニクスのカーボンニュートラルをリードする伝熱技術の実測から仮想へのＤＸ促進事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

関東 東京都 台東区 寿商事株式会社 7010501025232 ソフトビジネスを付加した事業転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社ｅｋコンシェルジュ 7010001183992 ＢＶカクテルジェラートの製造販売事業への新規展開 菊地　正人

関東 東京都 港区 Ｈ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 4010401107067 リノベーションのための設計事務所コンペ及び施工会社あいみつ同時開催サイト【リノコン】の運営 鈴木一郎

関東 東京都 武蔵野市 合同会社ライフスタイル 1012403001622 弁護士サポート付き住み込み型コワーキングスペース事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 新宿区 有限会社曾ダイニング 8011102025843 商店会が一丸となって取り組む各店自慢料理の商品化事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スクープ 6010901006015 伝統工芸品と地域産品のＥＣ販売により地方創生に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社フォルテ 9010001172143 拠点カフェ事業の新規立ち上げによる地域貢献と地域創生 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｉｎ 9010401134024 フォトスタジオ＆宅配レンタル事業 鈴木　康一郎

関東 東京都 多摩市 株式会社リレイ 6012401033522 本格志向のカフェ＆アパレル事業によるＶ字回復計画 税理士法人イーグル

関東 東京都 葛飾区 三正工業株式会社 4011801001818 一貫した製造工程の確立による産業用ロボット分野への新分野展開 亀有信用金庫

関東 東京都 渋谷区 オールインワンソリューション株式会社 2010401088441 オンラインアシスタントサービス事業による新しい働き方の構築 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クレドインターナショナル 6010001141407 アプリで顧客とマッチング、出張型リラク市場を切り開き雇用維持 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ＬＡＴＴＥ　ＧＲＡＰＨＩＣ 4012301010689 カフェの輪（地域の豊かさ）を広げる物販事業、バリスタスクール事業の新分野展開 髙岸　浩文

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｉｎｉｔｙ 9010901032173 桑の葉を使ったＳＤＧｓコンサルティング・セミナー事業 齋藤　龍男

関東 東京都 目黒区 Ｒｅｄ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ａｎｄ　Ｇｒｅｅｎ株式会社 7011001111662 店舗・配達型サラダ専門店から冷凍惣菜ＥＣ販売事業への転換による新規市場開拓計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 船橋金属株式会社 4011701018953 レーザーによる部品加工事業を展開し、半導体メーカーの様々なニーズに対応！ 西川貴人

関東 東京都 新宿区 株式会社メビウスボックス 7010401087629 農家向けの「サブスク型ＡＩ支援サービス」 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ピアトゥー 8010401141839 宿泊施設向けのデジタル技術を活用したサブスクリプション型の新サービスの提供 早川　貴範

関東 東京都 杉並区 株式会社スペース 8011301014878 新発明白金不使用の水素ガス発生装置製造販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社カンナート 7011001054110 中小企業を活性化させるバックヤード業務支援ソフトウェア、およびＤＸ化された統合プラットフォーム」の開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 板橋区 合同会社トランポランド 6011103005458 日本初！！　屋内における本格的パンプトラック施設の開設 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 品川区 株式会社ダイアン・サービス 3010701016893 ＳＤＧｓとしてのミドリエ販売と緑化ｘ空気環境事業への展開 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Ｅｘｒａｉｌ 1011001114729 ＡＩを用いた総務ＤＸＳａａｓ＋未経験からＤＸエンジニア育成事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 足立区 関口精工株式会社 7011801009065 圧倒的な高精度の実現による、大口径緩衝機器部品への進出展開 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ピエロタ 5010001055054 アフターコロナ、Ｗｉｔｈコロナに対応した新しい観光スポットの創出 水谷　弘隆

関東 東京都 江東区 株式会社エディスグローヴ 4010601030820 リアルのイベントと同時にリアルな視聴体験ができるハイブリッド型ライブ配信事業 東京メトロポリタン税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社パッションアンドクリエイト 5011101054391 口に入れた瞬間「感動」する　一口サイズの薄皮和牛肉まんの製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 文京区 ニクドウ 厳選小麦やグルテンフリー素材を使用したパンの移動販売と余剰エリアの活用 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社サムライソード 3011001111633 防犯防災だけでなく新たなコミュニケーションツールとしても活躍するＶＲライブカメラ事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社オーセンインターナショナル 5011101058780 再開発エリアでの新規飲食店開業による事業再構築 東京三協信用金庫

関東 東京都 港区 空き家活用株式会社 5010001162395 空き家所有者の潜在課題をデータベース化したＡＩマッチングサイトサービス 南青山税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社ｓｔａｎｄｅ　Ｊ 8011201016594 ＂空気を創る＂機能性環境住宅「呼吸住宅」工法による【呼吸住宅コンテナハウス】のネット通販事業 中川　正文

関東 東京都 大田区 株式会社１２ＤＯ 8010801030055 クラシック専門オンデマンド配信＆「コト・トキ消費」商品のＥＣ販売 松山　亮樹

関東 東京都 新宿区 株式会社日本芸能出版 3011101016261 業界初　ＡＩカメラを活用したペットサロンＤＸプラットフォーム 北野　正彦

関東 東京都 中央区 株式会社ＢＥＡＵＴＹ　ＧＥＮＥＳＩＳ 2010401061976 独自開発の施術方法によるフランチャイズ拡大計画 森　健輔

関東 東京都 新宿区 日本ランドリーエステート株式会社 9010001170345 コインランドリー業界全体のＤＸ推進を牽引し、産業全体の底上げと当社の新たな収益基盤の確立を図るプロジェクト 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社高電社 3120001005297 音声合成クラウドサービスの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ケンエレファント 7010001077419 オモシロ文化を発信する、「ケンエレミュージアム」事業 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社環境デザインラボ 1011801027956 温室用環境制御事業の畜産用熱中症・消毒・消臭対策事業への新分野展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 ＳＫＹ　ＡＲＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010701032079 フライトシミュレーター＆ファーストクラスで極上の世界疑似旅行 株式会社フォーバル

関東 東京都 渋谷区 ｔａｎＱ株式会社 2011001103103 ご家庭や学童保育で漫画やアニメ、ゲームで学べるオンラインサービスの構築 第一勧業信用組合

関東 東京都 武蔵野市 クリスベーカリー 通信販売に特化した商品（パン・焼き菓子）の開発、及び製造・販売環境の最適化に伴う店舗移転 梅村　和弘

関東 東京都 西東京市 有限会社つるや商店 1012702005704 日本酒の魅力を伝える、コロナに対応した非接触型セルフサービス居酒屋の展開 西田　秀男

関東 東京都 豊島区 株式会社貴津 4013301007106 コロナ禍で増えた収納スペースの需要に対応したトランクルーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 八王子市 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＡＮＩＭＡＬ　ＴＲＡＤＥ 6010101014025 海水魚・小動物の輸入卸売から自社養殖による小売業態への事業転換 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 港区 有限会社ジュンダイニング 2010402020634 唯一無二のフルーツサンドを！　セントラルキッチンの運営事業 鶴間規文

関東 東京都 千代田区 和新トレーディング株式会社 7010001101962 貿易・レストラン事業のノウハウを用いたフードコート一体のハラルスーパーマーケット事業展開 君津信用組合

関東 東京都 目黒区 フォレストミュージック 音楽教室からより広い客層開拓のための小音楽ホール（ピアノサロン）運　営への事業転換 三浦　泰史

関東 東京都 渋谷区 株式会社アクスオン 7011001115770 美容クリニックからコロナ禍に打ち勝つ健康医療への転換事業 田中　宏司

関東 東京都 港区 株式会社ホイヘンス・ジャパン 8010901038048 店頭での物販及び体験型ワークショップからオンラインでのワークショップ事業への新分野展開 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 港区 ミツバチプロダクツ株式会社 6010401140784 健康チョコレートドリンク飲食店の開業で業態転換し事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 墨田Ｅ＆Ｍ株式会社 4010601042758 タイ市場のニッチ需要に応える携帯式・水溶性トイレットペーパー事業 東京中央経営株式会社
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関東 東京都 渋谷区 ワン・ゼロ・セブン・デザイン株式会社 7011001102315 中小事業者向けに「顧客獲得型ＷＥＢサイト」をスマホだけで最短１０分で作ることのできるクラウドサービス開発 株式会社リンクソートコンサルティング

関東 東京都 江東区 株式会社篠工業 7010601003492 鉄鋼板金メーカーから綜合板金メーカーへ。非鉄金属板金加工を新たに展開。 西川貴人

関東 東京都 豊島区 にゃんこや 元フレンチシェフによる冷凍パック食品の新開発とオンライン販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ａ　ｔｏ　Ｏｎｅ 4013303002600 インフルエンサーのオンラインマッチングプラットフォームＭＣａｓｔｉｎｇ ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 有限会社ル・スポール 1011002030454 ユーザーをファン化させるプラットフォーム会費．ｃｏｍ　ＥＸ事業 井上大輔

関東 東京都 台東区 アルバプレヴェール株式会社 3010501034757 自社製品の製造及び販売サービス運営の構築による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 Ｃａｎｓｅｌｌ株式会社 7011001109079 Ｎｏｓｈｏｗ問題における損失軽減と請求業務の効率化を実現する「キャンセル料請求システム」の開発・展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 株式会社イクスポート 6010401114631 コロナ禍でニーズ増大！企業に所属している人材の副業支援マッチングサービスの立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 板橋区 株式会社ケイホク 5011402003097 地元板橋を盛り上げる高級すし店「鮨サロン怜竜」の開業 松井　洋治

関東 東京都 港区 株式会社ＣＬＵＳＴＡＲ． 5010401142071 劇場（コンサート・ライブイベントホール）の管理・制作運営事業 ＪＯＢＵ合同会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社東京メガネ 6010901008085 ＴＧプロジェクト 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社イマジネイション・プラス 2010901041552 電子図書館・一般消費者への電子絵本の配信事業 文化産業信用組合

関東 東京都 江東区 株式会社ＪＰＣ 4010601029730 モンゴル、ミャンマー他への越境ＥＣ並びにケニア向け決済代行事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ランド・ステーション 9010001177200 那須グランピング事業 中村　健一郎

関東 東京都 江戸川区 株式会社アクシス 2011701001440 廃プラスチック減少を実現するホットランナーシステム金型の開発 ペンデル税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社ｂａｓｅ 4011101059508 「あらゆるモノをオリジナルグッズにできる」ＥＣプラットフォームの開発 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ランテル・メディエール 5013201017567 アパレル事業で蓄積したノウハウを活用した越境物流事業への展開 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユナイテッドワークス 5011001037406 クラウド活用による地域写真館の支援事業 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＯＯＤ　ＳＴＯＲＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ 9011001136468 アクアポニックスを活用した環境循環ができる空間デザイン事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社日伸 2010701025788 中小事業所等におけるＢＣＰ対策向けの蓄電池システムの開発販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 クラブ・コンシェルジュ株式会社 2010401050153 会員制からクライアントＡＰＩシステムへの業態変更 経営サポート株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ＦＥＳＣＨ 6011801029980 建設業から収益物件の不動産開発企画仲介業への業種転換 溝井伸彰

関東 東京都 北区 株式会社フロンティアフーズ 3011501004171 新鮮国産鶏肉を使用した「焼き鳥・弁当」のテイクアウト専門店事業化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社東京スポーツ新聞社 7010601005398 競馬情報に特化した専門サイトの運営
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザ

リー合同会社

関東 東京都 港区 麻布アセットマネジメント合同会社 4010403007752 ワーケーションも可能な軽井沢の魅力を提供する宿泊施設の開業 大原　健佑

関東 東京都 渋谷区 有限会社アピスラボラトリー 1011002026460 化粧品とアパレルのブランドの立ち上げと＆、店舗＆ＥＣサイトのたちあげ。 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 墨田区 株式会社マルチョウ 6010601015670 アパレル業界を変革するＯＤＭ事業本格展開のための生産体制拡充 松井　洋治

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＥＧＵＲＵ 8010001204401 ネットで全世界と繋がる旅行予約形態の新提案、トラベルビジネスプラットフォーム事業 経営創研株式会社

関東 東京都 東村山市 株式会社ＦＧ－Ｂｅａｓｔ 1012701014821 既存仕入れルートにＤⅩ技術を加えた総合ペット事業への業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 商用車用のタブレットとそれに伴うプラットフォームの提供 佐藤　　幹雄

関東 東京都 武蔵野市 ｍａｉｍａｎｉ株式会社 3012401038631 心と体を整える癒しと集いの場「古民家ウェルネスビレッジ」の構築 生田目　宗忠

関東 東京都 台東区 株式会社カテラ 7010501025488 高付加機能付き導尿カテーテルの製品開発による新規医療分野への販売展開 朝日信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ユアリゾート 9080101015749 リゾートホテル施設管理業よりホテル運営への新分野展開事業計画 株式会社静岡銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社フレスコファクトリー 1011801037930 飲食ＦＣ店から自社店舗出店とゴーストキッチンへの二正面作戦 小松原　史雄

関東 東京都 品川区 合同会社ＴＯＫＺＵＭ 3012703001444 飲食店向け顧客との交流や経営管理まで一貫してサポートするＳａａＳ事業 札幌商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社青忠商事 8010501000119 コロナ禍におけるペット需要に対応するペット総合サービスの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社伝 2010401049303 「新潟県産コシヒカリ発芽玄米１００％」パックご飯製造販売計画 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 杉並区 第三企画株式会社 2011101047869 学習塾用個別テキスト事業への「新分野展開」 石田　寿行

関東 東京都 中央区 株式会社ｓｔｕｄｉｏ仕組 7011001071122 美術品のデジタルアーカイブ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中野区 株式会社ＢＯＵ・ＣＩＬＡ 1011201015165 石垣島の特産品を直接消費者へＥＣを通して提供する通信販売業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＭＡＴＣＨＡ 7011301020027 自治体向け多言語観光情報プラットフォーム事業への転換 税理士法人フィデス会計社

関東 東京都 港区 株式会社Ｔｈｅ　ｃｏｎｃｅｐｔ　ｏｆ　Ｒｏｕｘｄａ 6010401151030 ＡＩ搭載オンライン受付システムと自社撮影スタジオ新規導入による新分野展開 表　順一

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｅｃｋｙ　Ｌａｓｈ 4120003011508 外見８割で印象は決まる！！ 御堂筋税理士法人

関東 東京都 目黒区 東京レストランツファクトリー株式会社 8013201019156 国産ブランド食材に特化した、レストラン事業 明治通り税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社四谷進学会 8011101070031 教育リテラシー向上に向けてのアバターコミュニティサイトの構築 井川　和美

関東 東京都 千代田区 株式会社東広 7010001099644 ＡＤＲＯＥＮ開発と製品化による新市場開拓と売上Ｖ字回復 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社公募ガイド社 6011101039664 公募を活性化させるための総合プラットフォーム「公募ＳａａＳ」事業計画 フォーセンス・パートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 ＡＡＳＣ株式会社 5010401092663 ＡＡＳＣ－Ｕｐｔａｋｅ　産業向け高度ＡＩによるコスト削減製品販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 ワイエイチ富士株式会社 2010801012752 移動販売社（キッチンカー）で和牛の切れ端を活用した牛丼とカレーを販売 梅澤　太陽

関東 東京都 港区 アースアイズ株式会社 4010401120549 独自ＡＩ映像解析技術で　次世代防災警備システム受託開発へ業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社インサイト 6010401096151 小売事業者向けＯＭＯ推進課題解決ソリューションの提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＦｏｏｄＰｒｏｇｒａｍ 4010401089792 女性パティシエならではの美味しさを最先端設備で長期保存したギフト商品の製造体制の構築 加藤　永俊

関東 東京都 新宿区 株式会社ロイヤルファーマーズ 5013301036806 地場野菜・果物直売所の経営と都市型水耕栽培システムの販売保守への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 日本矯正歯科研究所附属デンタルクリニック オンライン診療と国内未導入の新素材マウスピース矯正の提供による新たな医療体制の確立 藤原　和重

関東 東京都 目黒区 株式会社タバッキ 2011001098806 天然素材を活かした加工工場新設及びオンライン通信販売事業及び卸売り業ベストヒットリカーリカの立ち上げ 福島秀一

関東 東京都 墨田区 株式会社ウエサカティー・イー 1010601023950 パーソナルトレーニング需要に応えるショールーム、レンタルジム、生産体制確立事業 魚谷　康行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＧＢｃｒｅａｔｉｏｎ 4010901026064 日本の伝統工芸技術を世界中のものづくりと繋げ、未来に残す事業 城南信用金庫
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関東 東京都 渋谷区 株式会社カラカラ商事 3011001005851 タオル専門店輸入品及び小物加工品の通販事業への新分野展開 廣幡　英和

関東 東京都 大田区 株式会社アッピア 9010801000511 「アグリペッシェツーリズモ」をコンセプトに食を楽しむ旅を提案 高橋　利忠

関東 東京都 豊島区 株式会社伊東園ホテルズ 9013301036026 コロナ渦でも安全安心の次世代スマート温泉旅館運営の確立 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 クリケットウェブ株式会社 7010701002824 卸し・小売業からＥＣ中心の製造・小売業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社コノミティ 8010401048381 小規模バイオディーゼル混合燃料の販売とプラント設置事業 礒川敦

関東 東京都 江東区 株式会社カプラス 6010601039463 美容師の多様性ある働き方を応援！シェア美容室事業進出に挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社エービーシースタイル 3010001083998 地方の産物や、もったいない食材を発掘し、調理法を含めてＥＣ販売をする事業 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 ｉｒｉｅ株式会社 8120001221294 地産材、古材とレジンを使用したアウトドア家具、プロダクトの制作事業 上田　和彦

関東 東京都 羽村市 森谷歯科医院 高齢者・障害者支援計画 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社マイクロウェーブ 3011001046689 大手葬儀社向けＯＥＭサービス、その上で相続、供花、供物のマーケットプレイス構築 佐藤淳

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＵＰＥＲＩＯＲＩＴＹ　ＢＵＲＧＥＲ　ＪＡＰＡＮ 2010001205198 テイクアウト・デリバリー事業への業態転換により「食を通じて新たな発信と発見」を実現するための事業 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 品川区 株式会社長津製作所 7010701007237 多数個取り金型加工への新規取組による医療機器業界への展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 ＥＮＥＬＬ株式会社 3010401142825 除菌剤生成噴霧装置の製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 サイトセンシング株式会社 9050001034455 ドローンの自動飛行／撮影による現地状況リモート管理機能拡大事業計画 伊東　玲

関東 東京都 台東区 株式会社インテリム 2120001111848 対面から非接触へーＩＴ技術を活用したデジタル治験の確立ー 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 台東区 有限会社ライズ 5011802024932 デジタルで実現！！フルオンラインジュエリ－リフォームサービス 塙　健一郎

関東 東京都 港区 ライフメイト株式会社 5010401030887 若年層向け新商品開発とＥＣサイト及びオウンドメディアサイトによる新たな販売ツールの構築 あいゆう税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社マスターマインド 8040001011332 高品質ワーケーション施設の運営を通した企業と求職者のための高品質マッチングサービスを目標とした業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 ＢＵＳＩＮＥＳＳ－ＡＬＬＩＡＮＣＥ株式会社 8011001128755 会社が独自に行う「オンライン組織課題解決サービス」の提供と運用 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社丸善美術商事 5010701009326 アート系ポータルサイトやＥＣサイトの構築を通じ、既存商品である美術画材の流通チャネルと利益構造を再構築する 中村　健一郎

関東 東京都 港区 株式会社アクトプロ 4120001142123 非接触両替事業を世界に！自動外貨両替パッケージの海外販売事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 東京都 品川区 株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント 7010701038091 差別化戦略としてのゲームソフトウェア業と広告業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 八王子市 有限会社食彩小島 1010102008823 うなぎダイニングこじま「日本酒と鰻」 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 渋谷区 田口昌志 食育を基盤とした多世代共創型の体験宿泊施設の企画・設計・運営 三島信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＩＭＰＬＩＣＩＴＹ 7013201010792 ＥＣプラットフォーム構築による和の化、及び自社の持つ「和の伝統文化」を世界へ発信するための事業計画 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ライノ 1011001048134 隅田川をランの聖地に。ランニングステーション＋サウナ複合施設。 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社フロントソース 9010901043237 独自の中食配送マッチングシステム『ココデリ』の構築による業態転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 足立区 清水化学工業株式会社 6011801008571 Ｍ＆Ａで両社の強みを持ちより、新分野展開で新たな成長を目指す再構築 株式会社常陽銀行

関東 東京都 江東区 株式会社ＴｏｐＫｎｏｃｋ 5010601046469 ピアノ教育ＤＸ化による基礎練習意欲向上アプリ 東京東信用金庫

関東 東京都 調布市 合同会社桃太郎 3012403001554 和彩欅の鰻テイクアウト販売による新分野展開による生き残り戦略 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社システム創造開発 4011101036416 電子ペーパーを活用した情報端末を活用した新事業への進出 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＳＵＡＬＢＥＡＴＳ 5010401119193 イベント業のノウハウを活かしたテナント型店舗運営への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎｉｎｅ　Ｔｏ　Ｏｎｅ 7030001115746 独自の熟成加工バナナを使用したバナナジュース専門店のテイクアウト販売 大西　雅也

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォレストアドベンチャー 9021001055774 「キャンプ事業」新分野展開に関する事業再構築計画 株式会社横浜銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ｏｎｇａｑ 4013201016529 『国内初』国際音響基準ハブスタジオを介すリモート制作支援事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 調布市 株式会社東京建設コンサルタント 3012401008270 ホテル・旅館向けの経営再建支援サービスを中心とした事業再構築 大西　貴

関東 東京都 港区 株式会社６Ｄ 6010401109508 自分の暮らしにぴったり合うオーダーで“つくる”家具「ＤｏｏｏｉＴ」 原島　清孝

関東 東京都 港区 株式会社ラックバッググループ 9011201013954 業界初！飲食店向け多店舗経営管理分析ツール「ＴＥＡＬ　ＢＩ」の開発による新分野展開 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 グーリィー株式会社 1030001061590 訪日旅行業から外国人技能実習生の「入国後講習研修センター」施設運営事業に業種転換 株式会社国土工営

関東 東京都 台東区 株式会社Ｇｒｏｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ 7010501042946 まちづくりのＤＸを推進するクラウドサービスの開発 さいたま商工会議所

関東 東京都 足立区 有限会社始澤護謨工業 3011802013788 コロナ禍に対応したゴム成型技術を活用した医療・衛生分野への参入 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 羽村市 有限会社大成産業 7013102001305 自社保有の不動産を活かした民泊事業 西武信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社久菱成文堂 7011201004575 コロナ影響と起因とした小売業への事業転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ビーアンドエス 6010501033500 上野駅前に展開するリフレッシュ型フレキシブルオフィス事業 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 台東区 鴻山株式会社 9010501041450 貴金属・時計・ブランド品を中心としたリユース品の越境ＥＣ事業を展開す Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 練馬区 ＣＧＡ株式会社 5011601022947 「オンライン対応型」非接触・２４時間営業のＩＴ活用ゴルフ総合施設 賀須井章人

関東 東京都 新宿区 株式会社ベストワンドットコム 9011001045578 国内旅行ＯＴＡ事業創設 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 吾妻化成株式会社 8010001009081 物性測定機器レオメーターの導入による音響関連素材開発スピードアップ 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社クロスボーダーズ 7010401124431 民泊事業から「モバイルサウナ設備レンタル事業」への業種転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 中央区 東海ビジネスサービス株式会社 4010001051681 オンライン家庭教師プラットフォーム運営事業計画 黒巣　益彰

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＩＴ 2011301016665 ＢＡＲ　からの大転換、宮古島でＤＸを活用した燻製屋さんになる！ 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社パルス東京 7013201012599 ポストコロナ時代の学校音楽ライブ配信とデジタルコンテンツ販売事業への展開 松井　洋治

関東 東京都 西東京市 株式会社ＲＩＣＨＥＮ 5012701016797 ラジコンドリーとドローンを活用した３ＤＶＲ映像の制作・提供事業 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 中央区 株式会社ジーエスアイ 4010001124017 遺体衛生保全処置（エンバーミング）専門施設の建設とオンライン化、及び直接受注できるモデルへの再構築 奈良　洋

関東 東京都 新宿区 株式会社シーオーメディカル 9011001100432 「週４社員ドットコム」 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 千代田区 株式会社オープンゲート 9010001192810 語学書出版社による英語学習ウェビナー事業 文化産業信用組合

関東 東京都 昭島市 株式会社ＮＡＯ 3012801009661 お客様がより輝けるヘアサロン　～高級感溢れる特別空間～ 株式会社クイック・ワーカー
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関東 東京都 台東区 株式会社暁 1010501031384 中華食品工場の開設による利益拡大事業 細田俊男

関東 東京都 品川区 有限会社ＰＡＸ 2010702013817 カンボジア　シェムリアップ国際空港における　同国Ｎｏ．１ブランドの土産物店フランチャイズ運営 佐藤　成雄

関東 東京都 中央区 職場環境研究株式会社 3010001137333 不動産事業におけるＤＸ効率化ビジネス 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 世田谷区 長濱香代子庭園設計株式会社 8013201018182 吉野町の築１００年の古民家を上質な空間に再生し地域創生を実現 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＪＩＯＫＡ 2010001129934 ＤＸの推進　デジタル技術を駆使した新たな製造・小売モデルの構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ボルタ 7010401094377 ＬＥＤパネルを使ったバーチャルスタジオの運営とオリジナル映像販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 キュアケアジャパン株式会社 9012301010437 薬剤師・栄養士監修のオンラインカウンセリングによる「オーダーメイドサプリメント」通信販売 税理士法人ＴＯＴＡＬ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 さんぱちや 焼肉レストランからステーキレストランへの事業転換による事業再構築補助金 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 コトラボ合同会社 3020003004828 三津浜の地域資源を活かしたワーケーション＆コワーキング拠点の立ち上げ 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 相生ホーミーハウス株式会社 2021001051788 人生を豊かにする福祉タクシー事業 松村　文子

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 三世株式会社 4020001045393 介護食２．０の製造販売への新規参入 よつば税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社竹之内企画 6020001106697 横浜の会食をワンクラスアップする、「０次会ラウンジ」プロジェクト 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 横須賀市 プライム・テクノロジー株式会社 7021001042279 土着微生物を活性化し、農作物に付加価値を与える農業資材の製造販売事業 矢野目　幸雄

関東 神奈川県 厚木市 株式会社さかい 6021001045150 希少性の高いブランド地鶏を使った地域唯一の焼き鳥専門店 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社天神屋 3021002022531 新たな家庭消費ニーズに対応した冷凍惣菜商品製造・販売の新事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横須賀市 一般社団法人横須賀市観光協会 2021005010294 横須賀市観光関連事業者をつなぐワンストッププラットフォームの構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 カフェデニム イートインカフェ事業→テイクアウト／レンタルカフェスタジオへの事業転換 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ブォナフェニーチェ 7011001120250 『ビール３．０』　高付加価値かつ高価格ビールの新規市場開拓 よつば税理士法人

関東 神奈川県 大和市 中国料理　品珍酒家 町の中華屋さんが併設開業する起業応援型シェアオフィス 清水　紀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ｅｙｅｓ　ｏｎｌｙ 5021001043948 弊社ライダースジャケット販売店にて　ライダースカフェ事業の展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 アロマルーム橙 セルフエステティック事業の構築による第二の創業 城南信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 ベスタ合同会社 6021003007454 ライブ配信が可能なコワーキングスペースの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 平塚市 ヨガスタジオアルモニ 業界初！「リトリート専門情報サイト」構築による新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 中郡大磯町 株式会社ランナーズ・ウェルネス 3021001037662 「プラスチックフリーマラソン」 藤田　智代

関東 神奈川県 横浜市中区 ＩＧ 四角いピザの老舗ＩＧの冷凍ピザＥＣ販売事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ホームコンサルタント 1020001049777 お客様に寄り添う美容を提案。地域に根差した少人数施術の美容脱毛サロン展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ＣＡＴ 1021002070895 塗装部門新設による旧車販売からレストア（再生）事業への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 ツナズ 地産地消・地域交流マーケット＆ランチ付きスクール＆子ども食堂 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＦＩＬ 7021001052220 クリーニング時に衣服に抗菌作用を付加するサービスの開発 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社アシスネット 2020001057787 飲食業のパン屋さんから、セントラルキッチンに転換し製造業のパン製造工場へ業種転換。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社恩田工業 3020002011429 安心安全、地域ニーズに応える地域密着コインランドリー事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 スマイルボディ・スマイルランドリー コインランドリーで新分野展開「布団洗濯をスタッフが補助・代行するサービス」 小松　良弘

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社エコフレンド 5020001120988 産業廃棄物収集運搬業からメタルリサイクル事業への事業再構築 須永　達也

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｓ＆Ｔ 7020001102084 リモート営業をサポートするスマートＬＰ＆ＤＭサービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 神奈川県 平塚市 クチーナジータ レストランシェフが作るバウムクーヘンの製造販売事業 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 葛飾緑化有限会社 6011802029930 「日本そば」から人気の「台湾まぜそば」への新たな事業転換 児玉　直樹

関東 神奈川県 小田原市 懐石料理　開喜 割烹料理屋がスキルを活かして、ペットサロン事業へ進出 小田原第一信用組合

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社北青 7021001027602 リバースエンジニアリング実現による航空機部品市場への新規参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市多摩区 木本康太郎 陶芸教室と和陶器のグローバル販売により陶芸産業の再生を目指す 川崎商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＳＴ　ＳＯＵＮＤ　ＷＯＲＫＳ 音響スタジオ『Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌａｋｅ　Ｖｉｌｌａｇｅ』導入による新分野展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社カラーオブラブ 2021001061746 美容家がプロデュースする薬膳カフェ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 有限会社アート・エス 4021002034534 冷凍ナポリタンの無人販売による新たな売り上げ基盤形成事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ライトラック株式会社 3021001061761 安心安全な自然食品を原材料とした健康食品のＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ビルド 2021001035956 地域再生型不動産クラウドファンディングによる新分野展開 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社ジェイクインターナショナル 8020002078257 ＲＶパークで送るコロナ禍の日常～キャンピングカーでの密にならない過ごし方～ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社シェーン 3020001084896 写真撮影技術を使用した、動画撮影スタジオの新規開設によりコロナ後の売上拡大を狙う・新分野展開事業計画 井上大輔

関東 神奈川県 平塚市 株式会社平塚富士キッチン 8021001037220 ご自宅でお手軽に本格豪華海鮮丼を味わえる！冷凍海鮮丼の事業計画書 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ダブズマーケット アパレルショップからテイクアウトコーヒーとジェラート販売への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 海倫合同会社 1020003015257 休業中店舗を「本格中華を受け継ぐ中華バー」に転換する事業 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社ディープラス 3020002075795 デジタル・スタンプラリー・システムの開発・運営事業計画 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 鎌倉市 将星国際特許事務所 オンライン専用の商標登録サービスの提供 蛭田　昭史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 トーフク株式会社 2120001134378 自動加圧機を用いた非接触型セルフケア事業 山口　道

関東 神奈川県 横浜市南区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｍａｓｓａ 外食から中食へ　冷凍自動販売機の導入による新たな販路への挑戦 杉田　浩二

関東 神奈川県 川崎市高津区 アイティー顧問のカン ペットの出張訪問火葬サービスに業種転換 井下　佳郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社エコロ・ダイレクト 5020001059426 多種多様な十割蕎麦と料理の「利き蕎麦ダイニング」 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ｇｉｏｂａｉ 5010701033276 発注者のデザイン設計及び印刷工場のマッチングによるＤＸ　化の実現事業 髙司　浩史

関東 神奈川県 川崎市川崎区 陽光商事株式会社 3020001125898 大倉山初！中華居酒屋から焼肉店へのアフターコロナ店舗の再構築 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社横浜総合マネジメント 5020001055771 クラウド経営管理システム［ｂｉｘｉｄ］を活用したオンライン型経営コンサル事業の展開 税理士法人横浜総合事務所
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関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社フローラル工房・桂 9020001092225 ＦＵＪＩＧＯＫＥ使用の高付加価値アートインテリア製品開発販売 横浜商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社田村商会 9021001032914 越境ＥＣを活用した日本の伝統工芸品等の海外向けネット通販事業 伊藤　智史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 フィードネットワークス株式会社 7020001107117 女性用のアメニティが充実した、京都で働くビジネスパーソンのためのお助けＢＡＲ 富宮　祥裕

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ウィル 8020001065900 卸売業から飲食店経営・デリバリー・テイクアウトへ業種転換 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 喜 ゴルフ空間の提供により低感染リスクレジャーを実現 岩下　文

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社エイチ・エス・エフ 9010601041301 アウトドア用品の実店舗とＥＣサイト販売を仕掛け合わせた事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 小田原市 テラフォースジャパン 自然農野菜と源泉温泉で人と自然が共生するリジェネラティブ事業 三島信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＪＳフードシステム 2021001034909 セントラルキッチンへ改装、国の登録有形文化財「清閑亭」の運営 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 大和市 有限会社アーキテック 3021002049483 外壁調査会社のドローン導入事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡清川村 一般社団法人日本ふるさと手しごと協会 7010705002449 日本唯一の文化体験型シェアハウス「宮ヶ瀬手しごとの家」 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＳＯＢＡＫＯＵ 6020001091832 鴨肉に特化した新メニュー開発と非接触オーダーシステムの導入 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社オークマ 7021001056436 超速硬化ウレタンスプレーシステムを導入した防水工事業への新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社エンゾウ 3020001080227 「動画制作はカンタンに安くできる！」動画受注制作のためのＷｅｂプラットフォーム事業への業態転換 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 横浜市青葉区 有限会社インデペンデンツ 8013202013372 新型「電子ブック」の作成並びに「創業支援印刷パック」の制作 鹿島　圭

関東 神奈川県 鎌倉市 Ｊｕｍｐ　Ｓｔａｒｔ株式会社 5010401076955 子どもの健康をケアする団体を支援する募金型クラファンシステムの開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社鶴見家 5020001100783 イートイン業態での売上低下を補うコロナ禍におけるテイクアウト業態での集客 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社東華軒 3021001032952 瞬間冷凍装置「凍眠」による冷凍品・食材で身体に優しい食の提供 竹村　智之

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＣＴカンパニー 5020001130954 居酒屋から横浜家系ラーメンのフランチャイズ店の新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 相模原市緑区 キャンドル 美容エステを併設してトータルビュティ―サロンとしてオープンする 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社勝島 7020002037643 自動販売機による冷凍生餃子販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 浅井精肉店 調理施設設置により製造を開始する惣菜と肉の移動販売による業態転換。 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社呉服のなまい 3020001005027 コト消費支援型高付加価値着物レンタルサービスの事業化による着物文化への貢献 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 横浜市都筑区 合同会社ＢＩＬＡＬ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ 2011103005858 ハラルフードで日本とイスラム諸国の架け橋に 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 コアーズテック株式会社 1020001125446 アルミ砂型鋳物のバリ取り仕上げ加工、研磨受託加工 川崎信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 内山さやか 県内初！赤土琉球ハーブ蒸しとの相乗効果を期待できるマッサージとの組み合わせプランの提供 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社リースキン神奈川 1020001042204 ＦＣを活用した高級食パン製造販売事業進出による事業の多角化 漆間　聡子

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社トリプルスリーアーキテクツ 8020001134787 建築の知見をバンを快適なホテル空間としてプロデュースするＶＡＮ　ＨＯＴＥＬ事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 横浜おばんざい　月読 京都の「おばんざい」と呼ばれる家庭料理をお惣菜としてスタジアム売店で販売 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市麻生区 ＬＥＧ株式会社 8020001113097 金属くず買取販売サービスの立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ワンダーエージェント 8020001126594 「食育スペシャリストのおうちごはん」持帰り販売専門店への転換 佐藤浩史

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社建尚 3020001107855 ＢｔｏＣ向け断熱材・デジタル技術活用リフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 クランベイスエステート株式会社 3020001122672 不動産事業者向け業務効率化スマートフォンアプリの開発 阿部　真

関東 神奈川県 秦野市 有限会社焼肉恵美寿 4021002038816 老舗焼肉店“テレワーク時代”のもみほぐしリラクゼーションサロン“横向きツボ仙人”に挑戦！ ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 川崎市川崎区 後藤塗装 塗装技術等を活かした新たな二輪車専門の塗装事業の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市南区 蒔田飯店 蒔田飯店ウィズコロナ対応への新分野展開プロジェクト計画の活動 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｓｈｏｗｅｒ 業態転換「テイクアウト事業開始に伴う改修工事および設備投資」計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 ＱＵＥＳＴ　ＲＯＯＭ株式会社 9021001042459 テレワークスペースに対する課題を解決するための新事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ラージフィールド 3021001044510 カモンベイビー！ヨコスカ！格安宿泊サービス事業開始計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社フォルテック 2021001051961 未来型リフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社聡明 2020002059832 学習塾による学習サポートを取り入れた放課後等デイサービスの設立 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 ＹＮＳ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ株式会社 2020001079575 「大間マグロ」の店舗とオンライン販売によるＶ字回復 本澤　智

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社三愛 3021001018357 空地の有効活用を促し、街の景観と地域活性化に貢献する。 税理士法人りんく

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社ガレージムーンドックス 8020002005715 新しいオリジナル商品と新しいサービスの開発並びにＥコマースを活用した店舗内スタジオからのネット販売 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 大和市 鳥清　中央林間店 人気焼き鳥屋のゴーストキッチン計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社今野金物工事 3021002070035 横須賀市初の滞在可能型・カフェ併設リモートワーク施設の運営 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 伊勢原市 有限会社みかん屋商店 4021002035565 町の八百屋さんが開く地産地消の新鮮野菜を使ったケバブ専門店 清水　紀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ＨＡＮＤカイロプラクティック 美容事業進出に伴うセルフ・オンラインサービス事業への転換 株式会社マイクリエイト

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社越前屋田中商店 9020002029234 既存の酒販店を一部縮小し、テイクアウト専門店を新規導入する 杉田　浩二

関東 神奈川県 相模原市南区 パインコーンズ株式会社 6021001067021 既存顧客を活用したワークショップ・イベントの新事業プラン 六槍　勝明

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ＢｒｏｚＧｒｏｕｐ株式会社 6020001063410 海外輸入品（主に韓国商品）メディアコマース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｍｉｎｏ‐Ｒｕ 7021001053680 外食から中食へおうち時間で楽しむこだわりの「食」をテイクアウト 岩下　文

関東 神奈川県 横須賀市 合同会社ＡＩＬＥ 1020003013054 不動産事業への業種転換でコロナを乗り切る事業計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 Ｃａｒｔａ 多用途なシェア店舗の貸し出しを通じたチャレンジショップの運営 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 ｓｅｎｔ． 小田原かまぼこ通りの新拠点　雑貨店併設　海辺のカフェ・テイクアウト事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 アウターガーデン株式会社 3020001097774 から揚げ専門店からオリジナル・ハンバーガー店への事業転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 川崎市高津区 オイスターバーマリオバルバ 地産地消型クラフトビール専門店の新規事業計画書 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社トライズ 6021001051157 ＢｔｏＣ向けリフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社小倉商店 3020001129750 非接触化をキーワードとする新しい店舗出店 税理士法人ミライト・パートナーズ
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関東 神奈川県 藤沢市 プラスミー合同会社 6021003007280 飲食サービス業から食肉製品製造業への業種転換計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社親興 6021002026562 アフターコロナ需要をつかむ！キャンプ用途に特化させた車のカスタムおよび整備業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社湯川鉄工所 3021001034222 電気自動車向けの精密プレス部品生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムオー商会 5021001036241 オゾン水スプレー機の卸売りノウハウにより新機製造メーカーに転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社てっぺんのはり 6021001060843 高い鍼技術力と健康・美を融合した健康化促進への取組事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 合同会社ボルケーノ 4020003015717 オンラインジムの新設計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 南足柄市 Ａｘｉｓ　Ｍｕｎｄｉ株式会社 3120001172600 日本未上陸の海外ＳａａＳサービスを日本版に変換し、提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 逗子市 トクヤマムネタカ 商業カメラ撮影事業から教育事業への新分野展開 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社大和商會 8021001020069 Ｂ２Ｂの木材加工業から、木材のブランディング販売を活かしたＤ２ＣのハンモックＥＣ販売への進出 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市港北区 海人企画 小規模飲食店の調理工数を削減する食品加工機製造事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 藤沢市 ピリピリ 日本で一番おいしい本格的ポルトガル料理店　酒場からテイクアウト中心のレストランへの転換 三品　智史

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ダイフブリッジ 5011001068021 アンテナショップでの産地直送食材の販売事業による事業再構築 金﨑　卓也

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 Ｒｅｖｉｖｅ 密を避ける地域密着型の個室インドアゴルフレッスン場開設 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社花泉水 4021001033504 どら焼きＷＡＫＡふぇ開業における事業計画 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 川崎市多摩区 田澤祥子 コロナ禍でも強いバレエ関連商品のＥＣ事業への新分野展開 税理士法人みなと東京会計

関東 神奈川県 横浜市西区 未来創造弁護士法人 9020005011676 日本初の「会社・従業員が無料で使える弁護士法律相談サービス『ＬＡＷ－ＲＯＯＭ』」の展開 尾亦　周平

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社加藤慎一貿易商會 4021001065828 鎌倉の情報発信ラジオ番組等の収録用貸スタジオの開設 森　滋昭

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アクポニ 9020001105259 循環型農業で栽培した野菜の加工品製造と直売事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 ラス・スーパーフライ株式会社 1021001020645 業務用の自社輸入食品を使用し新たに開発した小売用食品を全国へ販売するＥＣ事業への新分野転換 友廣　清志

関東 神奈川県 鎌倉市 ＪＢＹ有限会社 3021002016748 癒し系デザインステーショナリーの制作と販売 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 有限会社やまや水産 3021002053469 マグロ用超低温冷凍倉庫を活用、地魚の新市場を開拓する加工場建設！ さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 関東紙工株式会社 9020001007232 製造業からサービス業への転換　高齢者・障がい者の人材を活用し雇用を守る 三品　智史

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社インテビュー 8020001095451 富士の麓の自然に囲まれたファミリーキャンプ場と本格ラーメンのコラボレーション Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社かたむすび 3021001055169 宮崎独自の焼き方を使った宮崎料理店への新分野展開 尾関　亮

関東 神奈川県 横浜市港北区 合資会社ザイン 9020003003213 幼稚園・保育園・小学校等への出張陶芸教室の実施 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 マリーブリッジ フリーランス・専門店向け写真映像特化型シェアスタジオ事業展開 イメージワーキングサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 衆行株式会社 4010001202251 「ＤＸ＋非対面＋セルフ串焼き」事業への新分野展開 税理士法人イデアコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｕｎｉｔｅ 8020001083621 非対面の酵素風呂とオンラインファスティングサポートサービス 大塚　伸宏

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 サンライズ有限会社 3021002034072 カーボンニュートラルに貢献するリグニン製造事業への参入 相愛信用組合

関東 神奈川県 藤沢市 東和工業株式会社 5021001007201 技術力と企業連携を活用、多能工ＯＰ付建機レンタルで高収益化へ 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 小田原市 有限会社だいご 4021002052321 こだわりの味を家庭で！炭火やきとりのテイクアウト事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ブルーマン 2020001089327 空き家をリノベーションした泊まれるハウススタジオの運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｉｃｋｅｒｓ １ｔｏ１匿名通話型スキルシェアプラットフォームの運営 田中　重博

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社総工 5020001075605 大口取引先に依存した製造請負業から部品・消耗品の小売業に新規参入する業態転換で事業継続と雇用維持を図る 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社新鋭産業 8020001029979 高精密金型製造技術を活かした高精細アルミ加工部品の生産 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 インクス株式会社 1020001043862 ６００種類の制御基板製造で培った回路設計技術を活用し、新たな家庭用蓄電機能付きパワコンの製造計画 株式会社福井銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社大実製作所 3021001028868 風力発電設備の増速機のギア製造による事業再構築プロジェクト 山口　晴啓

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｖｅｋｓｔ 3020001125386 業界初！「サロン向け予約管理と売上管理の連動システム」の開発及び運用 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 神奈川県 座間市 株式会社タナカフーズ 6021001030094 彩りの豊かな美味しい介護給食（個包装・冷凍）の開発と製造販売 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社エムズ商会 5010401048500 新鮮ホルモンと焼肉を提供するネオ大衆ホルモン酒場への業種転換 Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アナザーウェア 1020001038458 データサイエンス人材育成のための学習支援ツールの開発 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 フィーブリケミカル株式会社 1013302021273 放電加工機のフィルター交換の業務負担を大幅に軽減する取り組み 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社Ｏ．Ｔ．Ｄ 4021003007720 既存店舗のセントラルキッチン化によるテイクアウト・ＥＣ事業強化 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社サンテック 8021001040422 プレス加工の技術を活かして、サーボプレスによるＣＦＲＰ加工へ進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 高座郡寒川町 株式会社ビーエルビルド 8021001067003 Ｍグレード溶接技術を活かしたトレーラーハウス用鉄骨シャーシの製造 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 産業資源循環センター株式会社 4020001055062 塩ビ管プラスチック再生原料製造事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社オーイズミダイニング 8021001021001 一碧湖開発プロジェクト（リゾートアクティビティ複合施設事業） 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 海老名市 株式会社Ｋ＆Ｋ設計室 1021003003664 設計事務所が革新的な木造建築用パネルを生産する革新事業 小林伸行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 山陽印刷株式会社 4020001006296 検査カメラによる全数検査体制の構築とパウダーレス印刷に対応する事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 ブライオンズ株式会社 3020001080482 卸売りで培ったワインとマグロの仕入れ力をフル活用。環境にも優しい小売販売に挑戦。 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市中原区 Ｃｏｌｏｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 3020001104233 卓越した塗装技術を活かした高品質家具製造販売事業の展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 横浜バンダイ株式会社 9020001005764 アルミ加工技術と特許を武器にしたオリジナルＢ　ｔｏ　Ｃ製品事業の立上げ 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社梅や 6020002041415 鶏肉専門店によるチキンブリトーのファストフード店「ウメヤキッチン」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ヌードルワークス株式会社 6021001060959 テイクアウト専門サンドウィッチてん「ＳＡＮＤ　ＷＯＲＫＳ」の展開 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社田辺工務店 3021001001387 高い施工技術×ＩＯＴ×脱炭素の３つを軸とした　高級住宅を販売する元請け事業に参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ティーエスエフ 5020002065753 世界初の環境に配慮したタイル建材製造で一社依存体質からの脱却 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 横浜ガルバー株式会社 5020001019165 新設備導入によるアルミ合金メッキ加工への参入と新市場開拓 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 秦野市 有限会社ゴールドカーセールス 3021002039162 自動車販売の実績及び旧車の取り扱いを強みとした自動車整備業への進出 さがみ信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社Ａ．Ｃ．Ｔ 5020002050441 リモート社会での男性の美意識アップのための自店のメンズ顧客に対する脱毛戦略 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社西浦精機 5021001013505 自動車部品製造業から半導体製造装置部品製造業へ新分野の展開 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ｍａｔｅｓ　ｔｏｋｙｏ 4010701036478 ファブレス、ＥＣ直販で、働くママを応援する下着メーカーに再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 小田原市 久津間製粉株式会社 2021001032598 高齢化が進む蕎麦店での業務負担軽減による自主廃業の緩和とコロナ禍における飲食業界と自社の活性化 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社東伸 7020001009049 性能検査工程の内製化による完全なる一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

関東 神奈川県 秦野市 有限会社山昌 8021002038845 ６次産業に挑戦！生産の次世代モデルによる「乾燥きくらげ」販売事業の展開 伊藤　央

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社アムズテック 4020001102260 警備会社が営む高セキュリティで地域防災に資するトランクルーム 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 権田金属工業株式会社 5021001012069 高強度伸銅製品の量産能力獲得による新分野展開と脱炭素社会実現への貢献 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社シンクパス 5021001010337 中小住宅関連企業の営業活動を効率化するクラウドシステムの開発 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社杉山製作所 3020002081273 高精度切削加工技術の活用による半導体製造装置部品等への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社３ＳＴＡＲＳ 4020001129403 武蔵小杉ギフトスイーツ＆地元プロスポーツチームとタイアップ商品の開発事業計画書 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 一磨株式会社 7011001065025 温泉配給事業への再構築で地域を都心リゾート化する事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社協伸製作所 9020001017074 切断工程の刷新による、半導体製造ライン向け真空ポンプ事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 川崎市中原区 德栄工業株式会社 7020001069778 最先端溶接機の導入による高度な溶接技術の獲得で、医療機器分野へ進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社エム・オリドプロジェクト 1020002057548 コンプリートカー、アパレルや愛車撮影で車好きの為のコラボ計画 重嶋　健治

関東 神奈川県 藤沢市 小浪　直之 ブルワリー設備の新設による、酒類製造業への新規参入 杉田　浩二

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社森商事 8020001090329 店舗統合で複数ジャンルに対応したデリバリー専門店のオープン 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社サンフォニックス 5020001066240 海外アーティスト招聘企画制作と大規模会場音響サービス提供による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社グランドクロス 9020001079866 保育士向け「子供の非認知能力を引き出すＥラーニングシステム」の開発と運営事業 株式会社八十二銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社長谷川加工所 7021002042030 半導体製造装置部品の試作品、量産品の混合生産システムの確立 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社コーケン 3020001086331 特許保持の磁気アルミ材へのアルマイト処理で２３色カラー展開の健康グッズ開発事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＦＫ 2020002064452 アスベスト調査及び撤去事業への業種転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社木附製作所 6010801002997 液晶製造用装置部品製造から自動車向け電子機器製造用装置部品の製造への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社未来図 2020002078139 グランピング用コンテナハウスの製造販売事業展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社共栄畜産 6020002046884 食肉卸売事業の目利きの力を活かした精肉・惣菜小売業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 合同会社Ａｃｔｉｖｅ　Ａｃｔｉｏｎ 9021003005034 小売業から女性専用キャンプサイト＆ゲストルームへの業種転換 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 藤沢市 ｅａｒｔｈ　ｇｒａｃｅ株式会社 1021001060773 日本の発酵文化を世界に伝える、ごろごろ野菜のこだわり味噌汁のフリーズドライ化 松井　淳

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アトリエイシカワ 2020001040314 繊維事業衣料物品のＡＩ採用型企画販売、ＥＣサイト構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＵＮＩＶＡＴＩＯＮ 1020001129380 学習塾のオンライン化促進！専用アプリによる新サービス展開事業 川崎商工会議所

関東 神奈川県 大和市 有限会社マスダ設備 6021002042403 自動車工場での機械・電気工事一元化を実現する電気工事の内製化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社重吉 8021001051089 一般乗用中古車販売から特殊車両向け板金・塗装、架装、整備事業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 有限会社ホワイトデリバリー 7021002037294 洗濯代行とコインランドリーを融合した地域密着型クリーニング事業への進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社横山工業所 7020001008199 排水処理装置の組立・設置・保守を通じた水環境ビジネスへの新分野展開による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 神奈川県 川崎市宮前区 Ｌａｎｄ　Ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 7020003011003 デジタル技術を用いて非臨床試験を遠隔からもオンライン化でかつ３次元での確認可能なシステムの構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＷｏｎｄｅｒＰｒｏ 9020001142962 ハンディータイプの『樹脂製ループ自動取付機』の製造販売 三宅　啓之

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社相模製作所 7021001012182 大型ポジショナー等の導入による製造品質向上・運搬技術導入によるワンストップ化 山本　剛

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ハチミツ 9020001088702 飲食店開業希望者への補助事業及び、既存ビール事業の市場開拓 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 藤沢工機株式会社 8021001001985 新型新幹線専用部品製造のための自動化工程構築による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市幸区 リビングバー　ジンセイ バーテンダーの強みを活かした小規模ビール製造業への挑戦 石井　幸子

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社寺田技研 4021002022555 地域社会と連携したナーシングホームによる地域住民への安心、安全の提供 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＩＫＥＤＡホールディングス 8020001129011 ニューノーマル時代に対応した、ビジネス施設及び宿泊施設の運営 潮田　和美

関東 神奈川県 大和市 グローバルコンサルティング株式会社 2021001029693 グループのネットワークを活かしてタイ古式マッサージ事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ファインテック 6021001001847 ハイブリット薄膜太陽電池の商品化で事業の再構築とＳＤＧｓへの取り組み。 富士信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スポーツプロジェクト 3020001034083 ゴールドジム横浜馬車道再構築計画 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 情報印刷株式会社 9020001069413 オンライン印刷コンシェルジュと生産プロセス自動化によるＤＸへの挑戦 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社アツタ建綜 5010901019595 床・内装工事用資材のリサイクルを可能にするシステム開発及び物流事業の展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 ゼロフォー株式会社 7021001029697 画期的な金属製品の見積・受発注プラットフォームサービス構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 有限会社黒川製作所 9020002103039 新設備導入による高難易度加工技術の獲得で、半導体分野へ新展開 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社上畠工業 7020001126562 屋内バーベキュースポットでアフターコロナの憩いの場を提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ニコカンパニー 4020001104653 デジタル技術を活用した非接触の生パスタ専門店への新事業展開 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 相模原市中央区 星工業株式会社 4021001013935 マグネシウム材の大型加工に対応し振動試験機分野へ新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社松村庭園設計 5021002016861 コロナ対応の宿泊施設と飲食のある「環境を考える総合プランツスペース」事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社藤井商事 5020001011989 「自然、非化学、安心安全、素材へのこだわりを大切にしたシフォンケーキ」専売の非接触型販売店舗と全国向ネット販売への挑戦。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社鈴木製作所 6020001046043 特殊曲げ加工機の導入による半導体製造装置部品の製造ライン構築 景山　洋介

関東 神奈川県 座間市 有限会社今井工業 1021002043182 強みの金型設計とプレス加工技術で家庭用燃料電池市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社アイシス 6012302002576 フリーランス・ｌａｂシェアシステム構築事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社春海水産 6021001045118 絶景のロケーションで提供する国産スムージーのテイクアウト販売 金﨑　卓也

関東 神奈川県 平塚市 株式会社金目製作所 4021001038453 医療機器、理化学機器、難切削加工に必要な樹脂加工製品・樹脂成形商品の加工及び販売 石川　明生
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関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ナガシマ製作所 7020001073788 小規模医療機関を対象とした精算機の開発と一貫生産体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社コムデン 4020001039288 現場管理サービス提供で長時間労働を抑制し建設業の課題を解決する 山口　良明

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社かねこ 1020002073719 鍼灸院の信頼性を活かし非接触型セルフエステティックサロンを展開する さわやか信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社池上精機 1020001019458 半導体の微細試料研磨と４Ｋ観察を可能とする複合装置開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社リレックス 8020001118567 ポストコロナに対応する不動産物件管理システムによる事業再構築 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＴＡＯＳ研究所 6020001097508 働き方のニューノーマルに向けたＩｏＴバイタルヘルメットの開発 所　英樹

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ラビリンス 6010401108666 元気なシニアを増やす新型機能訓練・フィットネス複合事業 小松原　史雄

関東 神奈川県 小田原市 有限会社スドウ工営 8021002050081 「競争優位なテレワーク用・会員制コワーキングスペースの運営」による事業再構築 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 プロスペクトフィールド株式会社 9190001018502 顧客との関係を強化するＥＣサイトの構築によるブランド価値の再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ウープス有限会社 5020002105600 Ｓｈｏｐｉｆｙで簡易的にＥＣサイトを構築可能な完全日本語版のＵＩＵＸソフトウェアの開発・販売と運営サービスの提供 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社スクーパー 6021001005253 既存事業の強みと最新のエステ機器の融合による新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社本多製作所 1020001009310 精密切削加工技術による半導体製造装置向け量産部品市場への挑戦 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ディリット 7011801027752 光回線販売会社からポスティング営業代行アプリ開発による新展開 北村　亮太

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エー・エヌ・ワイ 7010901029188 コロナ禍に対応する、家族単位、少人数単位に特化した非接触型グランピングキャンプ場 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社インプルーヴ 6020001079588 上質な時間に満ちた純和風邸宅 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社マトリックス 1020002099169 未利用時間帯を活用した新たな大浴場付きデイユースプランの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 東邦住建株式会社 1020001010318 野毛キアラガーデン（空に延びる横丁） 郡司　雅之

関東 神奈川県 藤沢市 荻野塗料株式会社 3021001000389 塗料専門大型店舗の開設とＥＣサイト構築による湘南エリア塗装プラットフォームの実現 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社マタリワタナベ 7021001002126 コロナ禍を境に湘南地区をイメージしたカフェ事業への展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 設計舎三日月株式会社 7020001084595 老舗旅館に併設したコロナ対応グランピング施設の遠隔運営の確立 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社モリ・ワールド 2021002067346 パン屋さんの多機能化。「地域の食材を加工・流通させる卸事業」の開発 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社山之内製作所 1020001024697 超切削加工で創り出す「オンリーワン製品」の製造事業 株式会社第四北越銀行

関東 神奈川県 海老名市 株式会社エイト 3021001029172 不動産業の強みを生かした新分野展開！奄美コロナ対応型ゲストハウス ライトハウス税理士法人

関東 神奈川県 綾瀬市 藤和工業株式会社 7021001027511 再生可能エネルギー供給システム専用筐体の製造技術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 横浜市中区 新都市総合管理株式会社 9010001069810 無人完全個室型タイムシェアオフィス事業への展開 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社冒険生活 8020001124771 世界食堂＆デリバリー｜郊外住宅地向けキッチンカー拠点ネットワークの構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 厚木市 株式会社イワハラ 5021001046587 地域児童・高齢者を対象とした複合スポーツ・コミュニティスペースの運営事業 厚木商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 近江屋 飲食業からクラフトビール製造販売業へ　シームレスに事業転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社トモダチ 5021001067856 日本初の完全プライベート型古民家オーベルジュ 松本　純

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＫフーズ 7020001060844 ＤＸ物流拠点対応型の小売店舗兼冷凍等商品配達事業の展開 泉博司

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社プロスタイル旅館 7010001183365 ニュースタイルの日本旅館による完全個室サウナ事業への新分野展開 税理士法人ナナイロ

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社海楓社 4021003007290 日本初の摩擦熱乾燥機を用いたα化有機玄米粉の製造・販売事業 公益財団法人中部科学技術センター

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 横濱ベイサイドギターワークス合同会社 4020003018546 機械翻訳と音声合成を活用した外国語による原稿読み上げシステムの提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社阿部興業 4020001005868 防塵流通加工サービスによる新分野展開及び地域社会への貢献 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｇ・Ｇ株式会社 7021001068092 日本初となる「ドッグファーマシー」のブランド展開 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社櫛間 8021001051510 下請け体制から脱却を図るため高機能部材の内製化と自社製品の製造販売に挑戦！ 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社黒田機型製作所 3020001008500 ３Ｄ金属造形機の導入と素材ベンダーとの連携で、バイオプラスチック雑貨品市場へ新規参入！ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社徳志満フードインターナショナル 6021001010971 コロナの逆風を追い風に！湘南に近江牛の魅力を浸透させる事業転換 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社神崎 8020002049299 顧客ニーズに応える「オーガニックカフェ＆オーガニック製品販売店」への展開 税理士法人ＹＭＧ林会計

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 アイディアル工業株式会社 9020001058003 ステンレス加工技術獲得による、映像機器事業から医薬品製造装置事業への業態転換 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社中嶋組 1020001080889 建設工事用設備のレンタル活用による経営の効率化と人材確保の推進にかかる事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社相川製作所 6021001027198 商品陳列什器の受託生産からアートトラック装飾部品の製造販売への転進 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社マエダ 1021001025917 バタフライ弁の加工を取り込むことによる新分野へ参入する事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 京浜光膜工業株式会社 7020001065166 光学薄膜部品事業から三次元成形回路部品事業への新展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 国際興産株式会社 3020001014804 ＨＯＴＥＬ　ＰＬＵＭＭ　レジャー施設計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社桂花楼 4021001049236 宴会中心の中華料理屋から地域の恵みを活かした「大山ブランド点心」の製造販売へ 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ＭＫ設備設計 8020001046561 最新の下水道更生技術を活用したディスポーザ槽更生事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市都筑区 平野スチール工業有限会社 2020002006842 大型加工対応と人材育成により工作機械分野での事業再構築を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 大和市 株式会社嶺岡工機 2021001030718 高精度な曲げ加工技術の獲得による半導体部品製造への新たな挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社夢人 4020001034289 髪質再生師が提供するオンライン髪質カウンセリングサービスと組み合わせた通販事業 税理士法人裏木総合会計

関東 神奈川県 川崎市川崎区 明希工業株式会社 5020001074739 新型低床式路面電車の定期点検参入のための新設備導入計画 税理士法人　しんかわ会計

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社プロメーテ 6020001106937 ＡＩ需要増加に対応したＡＩ人材育成スクール事業への新規参入 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社大成製作所 3020001020810 レーザー加工革新技術導入と新工場建設を伴う環境整備による半導体事業への進出 山地　真吾

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヨーセン 8021001041271 洗濯溶剤・機材卸会社が挑戦するプロレベルのコインランドリー。 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社稲妻屋 2021001032334 高級食パン「銀座に志かわ」ＦＣ事業化により会社と雇用を守り抜く さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 日本不動産株式会社 6010603005026 遊休地を活用した国内需要の安定した需要の箱根町でペット動物同伴可能な宿泊事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社Ａ・Ｄ・Ａ 8021002008609 コロナ渦でも安心して歯科治療を！暗所反応型チタン触媒を利用して、歯科医院を施設・設備・器具まで除菌・コーティング事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社翰林 5020001087848 学習と人材マッチングを飛躍させるアプリとプラットフォーム事業 横浜商工会議所
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関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社興和 1020001056757 サステナブル素材であるＴＰＥグローブの国産化事業への展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 Ｔｈｅ　ｆｕｎ２ｄｒｉｖｅ　Ｏｗｎｅｒｓ’Ｃｌｕｂ株式会社 8021001039695 憧れのガレージライフを手軽な別荘のように体験できるキャンプ場 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社日本ブライトパートナーズ 1020001115224 不動産投資型クラウドファンディングを用いたグループホーム事業 野竿　健悟

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社イワセ 5021001027240 駐輪場の利用実態や利用者のデータが取得できる駐輪情報サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社丹後製作所 4021001014974 新規に再生可能エネルギー市場に参入し事業環境を再構築する 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 相模原市南区 善吉醸し屋 一つのブースから始まる新たな架け橋と食材ロスを無くす商店街リアカー移動販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ジェイエイアームズ 9020001118335 愛犬家の夢を叶える貸し別荘で心と体双方からストレスを解消する 山口　良明

関東 神奈川県 高座郡寒川町 有限会社のぞみコーポレーション 4021002012969 持続化可能な福祉事業を創る！クリーニング事業及び黒にんにく製造販売事業への展開 楡井　宏志

関東 神奈川県 厚木市 株式会社北上製作所 6021001019617 特殊鋼板の加工技術を獲得による家庭用設備部品分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 三浦市 株式会社カネシメ 4021001043404 創業６１年のまぐろの老舗が作るまぐろの加工食品の製造販売 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社飯田製作所 5020002002293 超硬質プラスチック（ＰＥＥＫ樹脂材）の射出成形・歯車切削加工による動力伝達用途ギアの事業化 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社サトミ 3021001018885 地元食材を活かした加工食品、冷凍食品の製造販売事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社アイビット 4020001075713 廃棄物内におけるリチウムイオン電池を検出する装置の導入事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 綾瀬市 泉工業株式会社 5021001027232 多角化事業とのシナジーを起こす医療機器部品業界への進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ベルドック 1020002078040 見せられる繁殖場での販売で原価高騰のペットショップをＶ字回復 原田　貴史

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社和心亭豊月 4021002050713 小規模旅館が取り組む緑と水が眺められるワーケーション事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 秦野市 下村歯科医院 先端医療機器導入によるデ－タ蓄積や分析によるデジタル歯科計画 武部　道孝

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社フェリックスジャパン 9020001052699 地域に根ざしたコミュニティーカフェへの新分野展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社鷹島鋳造所 2021001013020 アウトドア用のダクタイル鋳鉄調理器具の開発と製作販売業務 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 平塚市 高久製パン株式会社 7021001036900 高齢者向けのパンを開発、急速冷凍技術等の先端技術を活用した全国販売モデル構築に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社アシスタンス 9021002016701 従業員を活用し、資格取得事業や有料人材紹介業に関連多角化を行う計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 南信工業株式会社 3020001105157 ＥＶ用スーパーエンプラ射出成形金型開発によるＥＶ市場への新分野展開 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 有限会社彌榮館 6021002053904 「市場直送の朝どれ鮮魚」を使った湘南海鮮丼と「くまもとあか牛」を使ったこだわり焼き肉による日帰り観光客の囲い込み さがみ信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社デポルテ 6011001093365 イベント事業の経験を活かした大規模キャンプ場の経営とアウトドア事業への挑戦 田中　信一

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 雨澤興業株式会社 3020001060393 マルチブランド戦略を採用した中華バーチャルレストラン事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社安田製作所 5020001010677 半導体製造装置向けの高精度加工を実現する技術開発とＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 東神産業株式会社 8020001023833 人材採用力と教育力を活用したリハビリ特化型デイサービス展開 左近允　陽平

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社新川屋 6020001102465 温故知新とまちづくり　～アフターコロナ、今こそ趣きある土地の活用～ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ストリートデザイン 4020001035816 有機系廃棄物（バイオマス）からグリーン水素製造設備の開発・商品化 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社横濱寛商店 3020001142596 高級レトルトカレーの開発、自販機販売で新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社セイヴァーインダストリー 5020001105238 ５軸ＮＣ工作機械を使ったスポットめっきマスク治具製作 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社テラピクセル・テクノロジーズ 2020001104218 自社ブランドの超高速エンドポイントＡＩカメラモジュール製品の開発 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社オーマックス 9020001007190 ＩＴ顧客管理システムを活用した「移動工房式体験教室」の開設 泰山　秀政

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ベルモ 1021001017170 新商品開発によるベルモのブランド化と業務のＤＸ化推進 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社京浜金属工業 9020002096729 アルミニウム付きプラスチックの分離再生事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｂｏｏｋ 5020001143353 Ｓｈｏｐｉｆｙ構築エンジニアのオンラインスクール事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社三幸紙器製作所 1020002081044 ダンボール等の設計のノウハウ・開発力を生かし、極小／細字／鮮明ベタ印刷ダンボール製造をおこなう。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社オデシー 3021001060672 地域創発型プロジェクト　ウメカフェ 城南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社長谷川製作所 7021001025754 工場建屋の新設による６Ｇ通信システム用精密部品加工市場での新事業創出 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 三浦市 株式会社東京ノッズル三崎製作所 1021001043464 バイオマス発電に求められる高精度部品の製造技術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 横浜市鶴見区 一般財団法人ラリーニッポン 2010005013481 地域経済とツーリングイベント振興に貢献するクラッシクカー２事業への新規参入 下川　和久

関東 新潟県 上越市 株式会社宇喜世 9110001020119 江戸時代より続く料亭会席の味を活かした冷凍そうざいへの進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 菊田溶接 回転ポジショナー連動デジタルＩｏＴ溶接ロボット導入で新規受注 西河　豊

関東 新潟県 佐渡市 有限会社エス・ケー・エス 3110002034296 高電力で大型の負荷抵抗器ユニットの製造 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社ＫＡＴＳＵＭＩ 1110002005497 和×蕎麦×ｃａｆé～アイドルタイムの有効活用～ ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 妙高市 株式会社あらきん 3110001020306 業務用食品の地域配送販売からマリアージュ提案ＥＣ業態への転換事業 荒井　幸之助

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＳＴＹＬＥ４ 4110001009694 イベント・飲食で培ったノウハウを注ぎ込んだ「キッチンカー販売事業」による事業再構築 捧　俊雄

関東 新潟県 新潟市中央区 あすなろメディカル株式会社 2110001030479 地域密着型接骨院による新事業「ヘルスケア事業」の開始による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社プラニング瑞穂 1110001016479 自転車用バッグのブランド立上げによる新分野展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 株式会社メイケン 6110001021417 サプライチェーンの国内回帰を支える半自動機の開発・生産・販売 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 合同会社リュクス 4110003003472 美容室専売美容品のインターネット販売事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 加茂市 株式会社小彩 6110001018702 宅配弁当を通じて地域高齢者の生活と健康を地域ぐるみで見守る事業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 燕市 株式会社Ｊ－ＢＲＡＮＤ 1110001016990 既存事業の利を活かした高収益の焼肉店 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 割烹　渡辺 割烹料理店の強みを生かしたラーメン店出店による新ビジネス構築 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社ＭＯＬＥＮ 2110001007907 「動画と音声を組込んだ高機能デジタル図録」の制作と販売　～当社自動人形展作品のデジタル・コンテンツ化～ 髙野　妙子

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社プロモート 3110002012120 変革する自動車技術に対応した最新整備サービス 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社丸鮮 4110002013233 “人に喜ばれる”をモットーに新たな事業展開を！ はばたき信用組合

関東 新潟県 阿賀野市 おそうじハウス新潟 ハウスクリーニングの研修・講習および開業支援事業 株式会社にいがた事業承継サポート室
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関東 新潟県 柏崎市 株式会社Ｎｅｗ　Ｌａｇｏｏｎ 3110001032912 低迷する業績を居酒屋業態からＦＣ加盟によるラーメン業態への業態転換により回復させる 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 燕市 株式会社吉井金型製作所 8110002020102 住宅・食品製造部品金型から自動車部品金型へ進出するためのシステム導入 有限会社三井経営研究所

関東 新潟県 三条市 株式会社プログレス 4110001032952 レーザースキャナーカメラによる送電線点検事業 長井　寿郎

関東 新潟県 魚沼市 ソロモンエディケーション オンラインとリアルを併用、英会話教室が提案する新スタイル授業 塩沢信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 特定非営利活動法人アジアクラフトリンク 5110005014979 刻印入り木工雑貨の新規商品化による事業者利用向け市場参入事業 税理士法人美咲会計

関東 新潟県 新潟市西区 ノワックス合同会社 3110003002517 地域貢献に繋がる児童発達支援・放課後等デイサービスによる再構築 川畑　高一

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社殻殻ふぁくとりー 1110001010820 ドローンを使用し、測量・建物保守点検・農薬散布などを展開する 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 新潟県 長岡市 株式会社コマスヤアルテック 2110001022468 カバー工法を用途とする金属屋根材の内製化開始計画 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新発田市 ゆたか接骨院 自動空圧マシンを使った進化型血流制限トレーニングシステムの導入による新分野展開 新発田信用金庫

関東 新潟県 中魚沼郡津南町 株式会社ごはん 4110001021006 完全無農薬米の栽培をらくちんにする除草機の製造販売事業 山本　孝之

関東 新潟県 三条市 山重建設株式会社 7110001014774 新潟県三条市の生活インフラ強化に貢献する最新技術を取り入れたコインランドリー事業 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 新潟メスキュード株式会社 3110001004127 使用済み発泡スチロールのリサイクル処理事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 渡辺刃物製作所 ジュエリーから、キャンプ用刃物分野へ進出のための研削装置導入 水落　一文

関東 新潟県 新潟市中央区 有限会社都屋 2110002006486 新潟清酒の新たな魅力を引き出し、価値を高めるための食事を提供する日本酒ビジネスマッチングサロン事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 三条市 有限会社角屋 3110002016963 料亭が作る、超芳醇・和風・高級食パンとフレーヴァーバターのハーモニー ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社Ａ－ＴＲＡＤ 1110001001101 金型製造業者による『超精密超硬特殊小径工具』の製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 高野酒造株式会社 6110001003159 オープンファクトリー化で魅せる酒蔵へ、体験型直販事業への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 妙高市 千代の光酒造株式会社 1110001020258 「世界に一つだけのお酒を創る」マイ・アッサンブラ―ジュ事業での新分野展開 新井信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社双葉製作所 2110001004912 金型技術を活かした、めっき処理・高精度部品事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 加茂市 有限会社報恩産業 4110002018645 再生資源卸売業から「唐揚げテイクアウト専門店」への業種転換 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 長岡市 有限会社白倉ニット 6110002031175 脱下請け！ニット小物製品やリビング関連事業へ参入する為の最新鋭機の導入 株式会社ビジネスリノベーション

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社バラーズファクトリー 1110002010480 自動車板金・塗装・カスタムの熟練企業による「カスタムキャンピングカー事業」の開始および事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社神子島製作所 8110001015607 検査事業の内製化及び他社からの検査受託事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社北陸重機建設 1110001007585 新スタイルの建設資材賃貸による地域の建設業界の相互発展事業 協栄信用組合

関東 新潟県 三条市 西巻印刷株式会社 6110001014494 「手に触れたくなるパッケージ」オンリーワン製品の開発 岩城　哲夫

関東 新潟県 三条市 株式会社スリーピークス技研 9110001014319 作業工具製造技術を活かしたアウトドア市場への新分野展開 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市秋葉区 樋口鉄工建設株式会社 5110001007268 大規模建築物に向けたニッチな大型クレーン製造の体制構築計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 株式会社翠山 3110001033919 手描き友禅の工場見学と手描き友禅体験のセット販売への新分野進出 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社千屋 4110001002848 コロナ禍でも需要がある回転寿司店のフランチャイズ店舗出店計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社布施鉄工所 4110001019371 コロナ禍において市場拡大の進む半導体製造装置向け超精密部品製造事業への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社中越キカイ 8110002028459 木質バイオマス発電用の破砕機部品製造 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社アイエスエンジニアリング 8110001026133 パワー半導体向け新しい溶射成膜プロセス装置の開発と事業化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 株式会社マツウラセイキ 4110001018381 次世代半導体：３Ｄ　ＮＡＮＤが生産可能な高精度半導体製造装置部品の生産 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 上越市 株式会社ＮＴフーズ 8110001035992 越後ブランド『越後まるきよ餃子（冷凍食品）』のハサップ認証工場の設立によるＢｔｏＣからＢｔｏＢへの事業転換 株式会社大光銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社嘉南商事 7110001031019 金属製スクラップのリサイクル事業への新規参入 平野　康晴

関東 新潟県 長岡市 株式会社晴耕舎 8110001022693 解体事業から測量・設計・施工・検査の一貫ＩＣＴ施行に進出 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ハイメックスキタヤマ 1110001004574 船舶用機器メンテナンス業で培った技術力を活かした食品加工機械等製造業務への進出 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社最上企画 9110001033434 食品添加物”無添加”を付加価値とした、加工食品製造業への進出及び製造拠点建設計画 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＯｖｅｒＤｒｉｖｅ 8010001190162 経営コンサルティング業から子供向け「未来スキル」学習教室事業への転換 北浦　諒一

関東 新潟県 上越市 株式会社タカワ建工 6110001020641 公共土木業から空き家対策となる解体・はつり工事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社清新ハウス 2110001007394 空き家古民家の活用プロジェクト 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社福宝 2110001007576 葬儀業に参入し高齢者のトータルライフ・コーディネート事業を展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社ルミネス 3110001016568 自社ＥＣサイト構築によるネット直販事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社本間商事 8110001010533 新潟県産ブランド「黒埼茶豆」を活かした業態転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社シエナホームデザイン 9110001009616 ＶＲ技術を活用した親子で学ぶ子どものコミュニケーション能力を高める新しい学習スタイルの提案「にじいろゼミ」 税理士法人小川会計

関東 新潟県 加茂市 株式会社池田製作所 1110001015150 レーザー加工機導入による超精密加工技術の確立と航空機部品市場への参入 牛腸　真司

関東 新潟県 燕市 佐野プレス工業株式会社 2110001015868 電動サーボプレス機導入によるアウトドア用品製造事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 有限会社大誠工機 9110002028169 設備導入とＱＣＤ改革でコストリーダ実現し医療機器用精密部品取込の新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 有限会社佐久目モスリン店 6110002027702 コロナと市街地のニーズ変化に対応したコインランドリー事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 山信織物株式会社 9110002031362 多年に渡り培った技術との相乗効果を活かしたパーソナルな時代に応じた非衣料織物分野への進出 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 長岡市 飛鳥運輸株式会社 3110001024232 中古機械の展示・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社エム・エス・ティ花助 2110001031436 新しい葬儀の形に対応した「遺体安置所」設置によるサービスの提供 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社全建 6110001002796 ライフスタイルを提案する商業施設の建設による増収計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 魚行 ミシュラン星獲得の名店による喫茶店（カフェ）事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 上越市 株式会社ＳＩＣ桑原 7110001018981 ３次元計測、解析、設計・ＩＣＴ技術等の拡充によるＢＩＭ／ＣＩＭのワンストップサービスの実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟リアルティ 7110001033469 先端ＤＸで日本の部屋探しに革命を！ＳＤＧｓを見据えたマッチングサービス『カリスマ』 株式会社　経営総合サポート

関東 新潟県 南魚沼市 星野屋豆腐店 魚沼初　美味しいヘルシー大豆パワーを活用した食品の新分野展開 川村　巧磨

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社丸喜 9110001010094 地盤改良工程の内製化によるワンストップ・サービス体制強化事業 株式会社第四北越銀行
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関東 新潟県 柏崎市 有限会社六右衛門 5030002040788 コロナに打ち勝つ！！ハイブリッド型洗濯屋さんの開店だ！！ 柏崎信用金庫

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社Ｓｏｌｖｅ　Ｗｏｒｋ 1110001033945 一人ひとりの希望の架け橋になる就労継続支援Ｂ型事業所開設 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 刈羽郡刈羽村 株式会社小野鉄工所 6110001017175 コロナ禍における収益基盤強化に向けた大型部品加工事業への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市大潟区 株式会社南部堂 6110001019642 地酒・地元食品に特化したＥＣサイトを中心とした販路開拓事業 長井　寿郎

関東 新潟県 南魚沼市 有限会社金誠舘 9110002032823 フィットネスジムとワーケーション利用による施設の再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 新潟県 村上市 株式会社Ｌｉｔａ 9110001032865 美容ケア強化による障がい者向けグループホーム事業 五味田　匡功

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社アイビーシステム 3110001000209 情報通信業における事業再構築 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ワイズコーポレーション 7110001006986 ポストコロナに対応した観光地におけるシェアリングスペース事業の開発 鬼塚　明日海

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社吉兆楽 1110001026271 国産米ヌカを用いた新分野展開 高橋　宏幸

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社奥次郎 4110001000918 ミールキット＆レトルト製品製造販売とＥＣを活用した新事業の確立 スターライト株式会社

関東 新潟県 新潟市江南区 有限会社松井鉄工所 7110002006143 ２工程集約型ＣＮＣ旋盤導入により競争力ある玉軸受部品で新規分野進出 はばたき信用組合

関東 新潟県 燕市 株式会社ＪｏｉｅＳｏｕｒｉｒｅ 2110001029851 ネイル・アイラッシュサロン＆スクールの新店舗からのオンラインサービス提供システム構築事業 捧　みちる

関東 新潟県 長岡市 有限会社タガミ工機 5110002028131 ＷＩＴＨコロナにおける高付加価値ロボット部品の加工事業立ち上げ 長岡信用金庫

関東 新潟県 十日町市 有限会社松海寿司 9110002025876 寿司店から串焼き店へ次世代のアップデート！地場産を使用し地域生産の底上げ、新店舗で地域活性化を目指す 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社ケーエス製販 2110001016528 現存農業の需要に応じた省力化及び効率化が可能な新商品の製造と販売 株式会社しのざき総研

関東 新潟県 佐渡市 吉井木材工業株式会社 4110001027705 乾燥機導入による佐渡産木材の高品質化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社中屋 6110001015030 日本式鋸の目立て技術を活用した西洋式ハンドソー開発による海外市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 スタジョーネ株式会社 3110001010380 地域の食材を使った高級チーズケーキ専門店によるイノベーション ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社丸屋本店 7110001005377 菓子製造業のＳＤＧｓ推進による冷凍スイーツ分野への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 今成漬物店 ３００年の歴史をもつ老舗漬物店が、スイーツ分野へ新規参入するための新工場設置事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社リーフラント 4110001024776 給与前払いサービスを連携させた求人サイトと労務管理アプリの運営事業 武石　聡之

関東 新潟県 柏崎市 株式会社酒井鉄工所 9110001017313 営業受注から製造までの自動化で「スマート総合加工業」へ転換 株式会社事業リノベーション

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社稲越製作所 6110002018998 自社製品販売による新分野展開のための店舗型事業への参入 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ユースフルハウス 7110001028857 一般住宅で培った技術を活かし省エネ定温保存倉庫事業へ参入 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 小松屋装飾株式会社 2110001021008 新たな時代の展示会商談会のカタチを創る多角的企業へ躍進。 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 有限会社栄喜堂菓子店 7110002022355 コロナ収束を見据え観光事業への転換、ネット販売による売上拡大 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ヨシハラギフト 8110001006671 シニア世代のための写真館を新規開業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 株式会社花安新発田斎場 5110001012854 非接触型オーダーメイド葬儀によるニューノーマル社会に適応した葬祭サービスの提供 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ 6110001008083 国内初ウレタンシートを用いた「モバイルトラックプロジェクト」 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 8110003000912 医薬品市場に挑戦、日本初の「植物由来」医療用コラーゲン開発事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社加藤モーター 8110002019128 自動車用フルフラットリクライニングシートの製造販売事業 三条信用金庫

関東 新潟県 十日町市 有限会社豊楽 5110002025855 日本一メディカルハーブを取り揃え、オーダーメイドな美と健康をプロデュースするエステサロン 株式会社第四北越銀行

関東 山梨県 中央市 有限会社良味 2090002006761 花と菓子を融合させた新業態の店舗展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 韮崎市 有限会社武井工務店 4090002013731 新規のオンライン障害児児童相談事業と児童発達支援事業所の複合施設の開設 藤原　一正

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社そらのした 3090001012479 アウトドア専門リペア＆カスタマイズによるＳＤＧｓの推進事業計画 都留信用組合

関東 山梨県 北杜市 むすびのえん　八ヶ岳本店 旅館業におけるワーケーション型滞在サービスへの新分野展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社うえだグループ 6090001013615 観葉植物（塊根植物・アガベ）の生産・販売事業による事業再構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社ニューオレ 8090001001717 「おうちでレストラン」をコンセプトとした地産地消商品販売と出張調理サービス 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ＹＡＮＡＰＵＲＡ 4090001016677 「山梨の子どもたちよ、ファッションリーダーであれ！」～アメリカ古着子ども服販売～ 税理士法人深澤会計事務所

関東 山梨県 北杜市 百番珈琲 地域資源を活用し集落の元商店を復活！里山の地域密着型カフェ 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 いわし亭 好立地を活かしテイクアウト・ドライブスルー事業に取り組む 株式会社ハッピー・メンター

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社まちづくり 7090003001187 管理栄養士監修オーガニック加工食品による通信販売 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲州市 有限会社ぶどうばたけ 9090002011516 コロナ禍でも安心なオープンカフェ事業とジェラートの製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社治作鮨 3090001001036 アイシングクッキーの製造、キットの販売、お菓子教室のサロン事業展開 藤原　一正

関東 山梨県 甲府市 株式会社近藤宝飾 7090001000793 アパレル市場を起点としたジュエリー小売への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社ヒロセコンストラクション 3090002002578 空き家を活用しコロナ禍でも安心して暮らせるシェアハウス新事業 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 自在ガラス工房 富士山の自然に包まれたアウトドアカフェ＆感染低リスク型工芸体験スペース拡充及び設置事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 大月市 水越商店 個人販売市場へのシフト！　ジュエリー業界の下請け構造からの脱却 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南巨摩郡早川町 本流堂 利用者単価アップのためのジビエバーベキュープランの提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 アイディールホテル 使われなくなった空き家を再生し一棟貸しの宿泊施設が付属された「アートベーカリー」を開業 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 心とカラダ研究所リン カラダの中から外まで！デトックスと脱毛・シミ取りサロン 本川　修一

関東 山梨県 甲府市 株式会社ディーユー・スタッフ 5090001005225 バーチャルシステムを活用した社会課題解決型事業－遺品・空き家・墓参事業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 山梨県 甲府市 ジャパン運転代行 地域密着型の福祉タクシーおよび便利業で事業再構築 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 ＫＡＺＯＯ株式会社 1090001006887 ライブハウス敷地内に設置するオープンカフェのテイクアウト事業 初鹿　武仁

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｍａｋｉｎｇ・ｆｕｎ 7090001015734 甲府市中心市街地で最上級の天ぷら専門店を新分野展開する 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 株式会社羽中田物産 6090001016510 道路貨物運送業が取り組む樹木葬を基本とした葬儀業への挑戦 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社スタンプマート 1090001005204 新開発のインキ浸透式スタンプホルダーの製造と販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 登り坂ホテル株式会社 8090001009933 ファミリー層や小規模団体等の新規需要の拡大と宿泊事業の安定化 株式会社山梨中央銀行
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関東 山梨県 南都留郡山中湖村 テニスフレンド ファミリーもペットも歓迎。地域と連携した、おもてなし溢れる古民家貸別荘への展開 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社コロコロ 8090002012011 シニア世代が集えるサービス付き旅館事業 池谷　正志

関東 山梨県 北杜市 株式会社丸政 7090001011353 新冷凍技術を活用した新分野（冷凍食品）への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 富士興業株式会社 9090001001906 日本遺産“昇仙峡”で地域資源を活用した観光型養蜂体験施設への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 都留市 株式会社関山建設 2090001008412 地域密着型建設業が営む誰でも気軽に楽しめるグランピング事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 北の杜ＦＡＲＭ 白州の恵みを丸ごと届ける　“想イモ伝わるさつまいも加工品” 長田　忠幸

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 ｐｌｕｍｂｅｒ　ｗｏｒｋｓ 「くらしの快適を支える！」～配管のプロが行うパイプクリーニング事業～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 西八代郡市 伊藤建材株式会社 1090001011904 一般ゴミの収集運搬体制を整え遺品整理・生前整理事業に参入 株式会社ビジョン・サプライ

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 山下総業株式会社 4090001010234 河口湖発！老舗旅館から最新ワーケーション対応デジタル旅館への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 政功苑 地域発信の旅行代理店および体験・宿泊施設 都留信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社丸正電器 9090002012613 自社の強みを活かした新分野展開！一生涯のお付き合いができる介護美容対応美容室 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲府市 有限会社丸政河西印刷 3090002002958 高齢化社会に向けたシニア健康ダンス教室とＷＥＢレッスン事業への業種転換 池田　哲郎

関東 山梨県 甲府市 株式会社八光 4090001002330 既存事業とのシナジー効果抜群！ベーカリー＆カフェ業態で飲食業への挑戦！！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 リオ．不動産コンサル株式会社 3090001014509 トレーニングジムとキッチンのシェアリングサービス事業 本川　修一

関東 山梨県 北杜市 株式会社勝栄 3090002014169 自社鶏糞を堆肥に再利用する循環型観光農園事業への新分野展開 山梨県中小企業団体中央会

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社赤坂精密 4090002011578 化粧品容器向けナノバブル発生部材製造への挑戦 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡忍野村 株式会社ラヴェルドゥーラ 1090001016820 富士山の景観を屋上テラスで楽しむカフェ＆テナント複合施設の開発 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 株式会社Ｎホーム 7090001015750 モデルハウスを活用した低炭素・健康住宅リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

関東 山梨県 富士吉田市 一般財団法人人材開発センター 1090005004508 ワーク×遊びの複合型キャンプ場運営への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 甲府市 穴水株式会社 5090001000093 次世代自動車対応の車検・整備センターを新設し、総合的な自動車サービスをワンストップで提供していく再構築事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ホテルふじ 8090001006162 ＳＡＵＮＡ　ＦＯＲＥＳＴ　ＦＵＪＩを活用した賑い創出事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ミヤザワテッコウ 1090001011796 高齢化者向け介護事業（機能訓練型デイサービス）への業種転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社フルーツオーサー 4090001014334 コロナで大打撃の果物狩り観光体験サービス事業からお取り寄せ販売事業への業態転換 税理士法人深澤会計事務所

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖整体院Ａ　ＤＡＹ 整体と美容施術を融合した総合ボディデザインスタジオの開設 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 株式会社きものあさ川 3090001007669 本格的フォトウエディングとオンライン結婚式場への展開事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ｉＢＯＸ 4090001014697 山紫水明甲州台ヶ原宿街道に於ける　「戸別分離型宿泊事業及び飲食、観光事業」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＫＯ‐ＮＯ 9090001012655 コロナ禍で増加した在宅時間を快適にする高品質のフルオーダー建築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 芦安精機株式会社 3090001004732 検査専業からプラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業への事業転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 サントネージュワイン株式会社 6090001008904 「老舗ワイナリーが挑む！国産ウイスキー、ブランデーなど蒸留酒市場への参入！」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 堀田畳製作所 既存事業とシナジー効果が期待できる襖張り替え事業への新事業展開 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 株式会社サイトー製作所 5090002012071 洗浄工程の機械化と検査工程の環境リソース整備による医療用内視鏡分野への進出 山地　真吾

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 マーレ健保組合保養所・インザムード アウトドア体験宿泊施設「Ｉｎ　ｔｈｅ　ｍｏｏｄ（インザムード）」への新分野展開 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 株式会社五幸商会 5090001000770 現代アート作家を起点とした新ブランドによる小売業への参入と現代アートの販売 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社青柳興業 4090001004731 南アルプス初のグランピング場経営による地域イノベーション 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社古名屋 3090001000797 ウイズコロナ時代のニーズに対応するグランピング施設業の展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 山梨県 都留市 株式会社サイトウ 1090001008371 ＡＩ／ＩｏＴを伴うロボットシステム導入による先進運転支援デバイス部品の生産革新化 山地　真吾

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｊバウンド 6090001007583 カフェ・物産品販売・観光案内を複合した観光サービス拠点の運営 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 富士山Ａカンパニー株式会社 3090001013469 業界初、手技の職人技と最新鋭機器を併用し山梨県名産品である冷凍・吉田のうどんを開発 坪井　亮

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社いのうえ 6090001004762 「ＬｉｖｅＷｉｒｅ」を主力にしたバイクツーリズムによる地域活性化事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 オオシバ機械株式会社 3090001000327 シートメタルおよび立体形鋼カッティング事業への業種転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7090001016286 当店こだわり食材を活用した「サ飯」と「プライベートサウナ」の展開で地域活性化に貢献する。 リードブレーン株式会社

関東 山梨県 韮崎市 株式会社スポーツランドやまなし 2090001011119 サーキット場内におけるグランピング事業への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社藤本運送 4090002002619 青果物運送事業者による「トラックオートボディプリント事業」への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 一般社団法人ウェアハウス山梨 9090005007065 空き倉庫活用！繋げる複合シェア施設、起業家応援プラットフォーム事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社クリーニング志村 8090001000578 ＜サブスク型＞家庭洗濯代行による「洗濯からの自由」は、地域のゆとりをつくる 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社Ｂｏｎｃｈｉ 4090001016495 フルーツと自然の魅力を発信するグランピング事業への業種転換。 藤原　和江

関東 山梨県 北杜市 一般社団法人星つむぎの村 6090005007084 星つむぐ家－自然環境（特に星空）豊かな地域の特性を生かした宿泊施設の開業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社内外研磨製作所 7090002005131 シンチレーターブロックの生産体制の構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社陸作 5090001016271 「釣って食べて飲んで楽しむ」ＲＩＫＵＳＡＫＵエビ釣りレストラン 甲府商工会議所

関東 長野県 伊那市 駒ヶ根プロパティ・マネジメント合同会社 8011103007824 飲食業からレンタルオフィス業及びワーケーションオフィス業への新分野展開 伊那商工会議所

関東 長野県 須坂市 二葉屋製菓株式会社 8100001005939 「お菓子で想い・気持ちを届ける」新ビジネスモデル構築 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 上田タクシー株式会社 4100001009588 車に乗らない・乗れない方達のバリアフリーを促進する「患者輸送タクシー」 株式会社八十二銀行

関東 長野県 南佐久郡南牧村 株式会社アグレス 8100001008990 作物残さ・地域資源を活かした加工食品事業および外食事業への新展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 株式会社ジェイ・ファクトリー 9100001011300 各種ＳＮＳ便利屋サービス　～ＳＮＳを活用した広告・収益活動のサポート事業～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ダンクセキ株式会社 5100001001651 布への印刷事業による、体験型のＴシャツ等プリントサービスを軸とした新規事業構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ザダイニング株式会社 7100001006797 鶏ガラ出汁うどんと豊富な惣菜を提供する「飽きない」新店舗開発 米倉　徹

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 詩季彩・ぱぷりか 食と美術を楽しむ信州伊奈高遠の古民家民泊「桜水亭」 赤田　彩乃

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ホテルやまぶき 9100001024475 高齢者・障がい者が安心して利用できる宿への転換事業 トラストブレインズ株式会社
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関東 長野県 上田市 美容室ＭｃＬ 「美の専門店」を目指す美容室による脱毛・痩身エステ事業進出計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ロッジ　やまのまにまに 既存ロッジに企業研修コンテンツを付帯させ、新分野展開する事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 岡谷市 アミーチ フェイシャルトータルビューティーを実現する、美容×エステサービスの提供 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 安曇野市 株式会社ＯＮＥ 4100001026609 農家が処理に困っているもみ殻を使ったエコ燃料の製造・販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 塩尻市 ちえてらすコンサルティング 中小建設業者向けＩＣＴ活用工事支援事業への新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 安曇野市 リミユディオレーヌ株式会社 6100001026004 外面美容だけでなく内面美容も取り入れたトータルケア事業への再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡宮田村 有限会社トノムラヤ薬局 8100002034243 薬局がもつカウンセリングスキルを応用した新たな発毛事業の展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社井上 5100001012756 「デパ地下」の宅配サービス事業展開による新たな市場開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社Ｅｘｃｈａｎｇｅ 6100001029551 飲食業から清掃業への業種転換による事業再構築 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 中野市 株式会社塩崎 1100001012066 江戸時代からある伝統の小布施栗のペースト加工と販売 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 ラパーチェ コインランドリーとの相乗効果を狙うテイクアウトカフェ事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社シャデイギフトはら 8100002036479 ギフト商品販売のフランチャイズ店舗として培った営業戦略と広告宣伝ノウハウを生かしたセルフエステ事業への新展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社Ｌｉｎｋｌｅ 5100001031178 一人焼肉特化型の酒場「さすらいのカンテキ　松本酒場」の運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 大徳紙商事株式会社 1100001013460 アフターコロナを見据え、化学工業分野へ進出し既存分野依存からの脱却を図る。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 出戸 音楽家としての経験を活かしたレコーディングスタジオの構築 長野県商工会連合会

関東 長野県 須坂市 ゲストハウス蔵 登録有形文化財を利用したオーダーメイド結婚式場 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ハトヤ商会 4100001002840 イートインスペース増設による新たな販路拡大 株式会社アイズモーション

関東 長野県 松本市 パッシングポイント 操縦講習、機体の整備・修理及びレンタルによるドローン導入のトータル支援 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社白馬森のわさび農園 9100001030168 サウナ、キャビン新設事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 フォートライアングル 「筋トレ・痩身・健康促進」電子機器による屋内トレーニング事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 株式会社鄙美 3100001030181 首都圏向け野菜生産販売事業から雪室貯蔵そばの自社製麺業に業種転換 飯山商工会議所

関東 長野県 小諸市 株式会社山崎長兵衛商店 1100001008634 新しい時代の仕事と地域交流拠点、多目的レンタルスペースの開設事業 小諸商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社ライジング・サン 9100001029029 地域の人気飲食店の商品、全国のお取り寄せ商品の自動販売機展開で、充分なおうち時間を提供 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 合同会社ｂｏｒｄｅｒｆａｃｔｏｒｙ 6100003005311 長野県初のスマホ基板修理と地域高齢者のデジタル化問題を解決 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社ミキ・コーポレーション 8100002012777 新たな地域農産物の生産者直売所への事業転換 有限会社銀河企画

関東 長野県 長野市 山宿　戸隠小舎 貸し切りトレーラーハウスで田舎満喫・長期宿泊事業 岡本　洋平

関東 長野県 伊那市 株式会社サンプラント 8100001020723 農家が営む飲食店（自社栽培の旬な素材を使った料理の提供） 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ダイフレックス 1100001010012 ウェットブラスト処理をしたフレキチューブの新製造方法と販売 上田商工会議所

関東 長野県 飯田市 株式会社アンジュ 8100001027306 胡蝶蘭を軸とした直販及びＥＣサイトによる生花販売事業 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 ＣＡＦＥ食堂１０９３ 自宅に１０９３（Ｔｏｋｕｓａｎ）！“体を思いやるお母さんのやさしい手作り弁当”の持ち帰り・配達飲食サービス事業進出 下諏訪商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社アド・リブ 1100001009252 糊付きオリジナル壁紙ＥＣサイトによる販売事業 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 株式会社真珠星 6100001011625 縮小するブライダル美容からトータルビューティーサロンへの転換 中田　麻奈美

関東 長野県 佐久市 合同会社ＴＡＫ 2100003005661 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所の運営 山梨県商工会連合会

関東 長野県 松本市 ＥｌｅｎａＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒｓ ＥＣ販売の自家焙煎コーヒーショップがコロナ禍に挑戦する、米国産スクールバスを改装したキッチンカー新規事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 アングラーズハット 信州の魅力は野外にあり！コロナに負けない野外レジャープロジュース計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社Ｈ２Ｘ 7100001026614 インテリアファブリック事業 関谷　孝文

関東 長野県 小諸市 株式会社アステック長野 6100001008357 ３Ｄデザイン・オブジェクト入りゼリー（仮称）の製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 ろっぢ安曇野遊人 トレーラーハウスによる新規の貸別荘事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 武重本家酒造株式会社 3100001007329 ＢｔｏＣ市場進出により「Ｒｅ：ＴＡＫＥＳＨＩＧＥ」（リピーター）』を確保する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 ＹＵＫＡＲＴ プライベートドッグヨガ×酵素玄米で健康な旅の寄り道創り計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 ますや酒店 飲食店への卸売りから家飲み需要を捉える試飲販売所への転換 中田　麻奈美

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 ロッヂまるしげ スポーツワーケーション滞在者向けの新規事業展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 麺屋しるし 諏訪大社を絡めた店舗ブランディングで町を元気に！焼肉店への事業転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 伊那市 株式会社まつり工房 3100001022146 伊那谷の自然と芸能を体感する「体験型宿泊サービス」への新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 株式会社東信ジャーナル社 7100001010048 投稿型ローカルニュースポータルサイトサービスの展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上高井郡小布施町 株式会社システムアプリケーション 1100001005821 全工程自社一貫体制と医療分野の検査ノウハウを活用した医療用樹脂製品等の製造 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 信州オールレンタル有限会社 9100002014062 キラキラ信州デザインパネルの製造販売ＷＥＢレンタル事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社マルミ 9100001017958 成人の日の需要をつかみ、顧客を創出する「多目的スタジオカフェ」運営事業 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ベイトラスト 4100001005364 和風居酒屋から「とんかつ専門店」「肉料理専門店」への事業転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社ぴー坊 6100002026754 革新的なグランピング＆ウィズコロナ型サウナ運営事業による思い切った新分野展開 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社長野ファクス商会 4100002003672 事務機器販売業から電気通信工事・ＩＴ事業への業種転換 藤巻　雄司

関東 長野県 上田市 田口印刷株式会社 8100001009989 フィルム及び厚紙への印刷とパッケージの製品加工への挑戦 上田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社エイム 9100001022082 デジタル時代に伸長する非球面レンズの生産技術開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 長野県 上伊那郡辰野町 相互自動車株式会社 5100001021674 家族企業の挑戦！地元密着の自動車整備工場が、ボディ保護カスタムサービスの新分野へ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 茅野市 株式会社Ｌｉｌｙ 7100001020501 美容から健康をプロデュース！低カロリー高タンパク質食品製造業への進出 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 茅野市 株式会社プロフィット 5100001027457 環境配慮型社会に対応！部品輸入商社から安心製造企業への新展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 会場設備株式会社 1100001000590 最新３Ｄデジタルアートを駆使しコロナ打開を提案する増販支援広告業 長野県信用組合

関東 長野県 小県郡長和町 ペンション白樺倶楽部 自然回帰型ドームテント施設の新設によるグランピング事業への展開 上田商工会議所
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関東 長野県 須坂市 ＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ　ｃａｆｅ　ＩＮＵＴＯ ＳＤＧｓを積極的に取り入れた『ワーケーション対応！ペットと安心して過ごせる一棟貸切型リゾートコテージ』 須坂商工会議所

関東 長野県 長野市 大口水産株式会社 6100001006063 水産卸が手掛ける目利き力を活かしコストを抑えた寿司店展開 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 株式会社ＡＮＺＥＮ 8100001011219 法面（のりめん）補修工事に係る、「構台設置事業」への参入 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 長野県 北佐久郡御代田町 株式会社キョウショク 6100001007202 長野県産素材を使った漬物製造からジェラート製造への新展開 株式会社エフアンドエム

関東 長野県 伊那市 株式会社竜東スチール 5100002033470 テレワーク対応個室ブース用大型モノコック筐体の量産化による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 株式会社百瀬 2100001028870 店舗の一部を改装、コインランドリーを併設し、既存の事業との相乗効果と地域発展を目指す 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社酒楽 7100001024592 国産馬肉・ジビエを使った食肉・加工製品、冷凍信州そばの製造・販売 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 窪田建設株式会社 6100001009743 個室需要に向けた小屋のキット開発と非対面販売に資するシステム構築 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社北栄産業 9100001006705 埋立地不足を解消する残土スクリーニング再販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 佐久市 有限会社ハートステージ 8100002010343 建築プロ目線で資産価値を維持する長野県の空き家・別荘管理事業の新展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 株式会社ビデオ企画 2100001002917 ローカル企業主体の新たなウェブメディコンテンツを制作するプラットフォーム構築計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 紡ぎ ご縁を大切に。記憶に残る時間を提供する飲食店への事業転換計画 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社ワイズ・クルー 3100001010415 環境に優しい中古タイルカーペットの卸売事業化による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町 株式会社熊谷技工 6100001032266 建築板金業から事業用車両のカスタム設備製造業への新分野展開 内山　拓己

関東 長野県 上田市 有限会社山光館 2100002015075 トップアスリート向け！完全隔離型高地トレーニング施設の運営事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社リグプラス 8100001031019 多様なワーケーション対応した宿泊施設（貸別荘）の運営 株式会社ＣＦサポート

関東 長野県 伊那市 ＭＩＮＯ株式会社 7100001024097 リモートワーク用に新たな業務スペースを提供するデッキ製品による新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪市 株式会社ユーシン 5100001018720 大型部品の高精度加工内製化による、大型ＥＶモーター等製造装置分野への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社志賀高原一望閣 9100001012216 国立公園に「暮らすように泊まる」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 長野市 池田建設株式会社 1100001000211 循環型社会構築を起点とする廃瓦の再利用事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 岡谷市 日本化材株式会社 7100001019691 人・環境に極めて優しい自社開発塗装前処理剤のカスタイマイズ提供 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 佐久市 有限会社大原工業 9100002010474 アルミダイキャストの肉薄化、外観改善による産業分野からエクステリア（外装）分野への展開 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 エスティフーズ株式会社 4100001028613 飲食店向けにオーダーメイドで食材を仕込み調理する飲食店お助け事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社佐藤商会 4100002001866 環境保全に貢献できるジビエ・ペットフード事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 レストロリン フレンチレストランによるカフェ・テイクアウト事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社バレナ 5100002023926 安曇野の森と田園風景に溶け込む（宿泊・ワーケーション型）ゲストハウス運営 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡宮田村 株式会社長野ユーシン 4100001021329 ジルコニウム処理を施した金属製品塗装による新市場開拓とソリューション提供 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ＧＯＡＴ 6100001030195 信州の自然がつなぐ、地域と人の動画撮影コラボレーション事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社ツルハラスプリング 4100002030774 モーターコイル市場への新分野展開による同業他社との差別化 諏訪信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社保屋野製作所 4100002014760 半導体製造装置向けの板金部品等の加工製造販売による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 ８７ｃａｆｅ 少人数で楽しめる全天候型の屋内バーベキュー店舗事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上高井郡小布施町 田中機械株式会社 5100001005834 自社ショールームによる農業の電動化・デジタル化促進事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 ばんぶーびれっぢ 菅平初！農業体験を取り入れた宿泊ビジネス 桑原　仁

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 大明精機株式会社 7100001021549 医療品分野の自動化機械事業への進出による新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 飯田市 横田商事株式会社 9100001022834 リアルタイム情報を反映したセルフマッチングシステム開発事業 岡本　洋平

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社峰月 3100001027095 ウィンタースポーツ依存からの脱却と地方創生によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 長野県 茅野市 株式会社コーヨーテクノス 1100001019012 半導体パッケージング技術の革新を可能とするサブストレート電気検査治具製造への挑戦 立野　靖人

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 合同会社ＥＣＨＯ 6100003004338 グリーンツーリズムへの転換により、箕輪町ならではの産業を育成し、地域経済を活性化する。 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡松川村 小口精工株式会社 2100001017163 門型平面研削盤での半導体市場向け大型精密金属加工への業態転換 松本信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社ベストプランニング 3100002012195 ワーケーション×本場フィンランド風サウナ施設の運営事業への新分野展開 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 薬膳火鍋ヤンヤン セルフエステ×薬膳茶で働く女性のために美容と健康を届ける事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社シンセイツール 9100001020053 光学関連主体から次世代分野への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上水内郡飯綱町 レーシングドレスアッププロデュースエデン キッチンカーでコロナに打ち勝ち、飲食・イベント業者と共に町を元気に！ 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ＧＯＥＮ 1100001032188 不要から必要へ　想いをつなぐ空き家解体と古材再販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社吉池工機製作所 3100002032037 半導体製造装置向け部品の受注による『半導体分野への新規進出』 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社オートグラス中島 1100001030638 「遊べる車のカスタムと車検」を基軸とした自動車整備業への業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ライフシード 1100001006943 「ＯｐｅｎＲｏａｍｉｎｇ」及び小中高校の「ｅｄｕｒｏａｍ」の利活用を推進するＷｉ－Ｆｉ認証クラウドサービスの開発 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 有限会社八剣技研 2100002030628 「試作＋小ロット量産」による、サプライチェーン強靭化支援 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 料理屋そらのかなた 日本料理店が感染症流行下において生き残るための事業再構築 諏訪信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社五千尺 7100001014478 美味しいをお届け！上高地の観光客の胃袋をつかむ事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 東御市 株式会社丸勝渡辺運輸 5100001011659 運送業者が倉庫業として３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）の新分野に進出する。 佐藤哲也

関東 長野県 茅野市 北村機電株式会社 3100001018986 変圧器製造技術を活かした半導体製造装置生産体制への事業転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 北安曇郡白馬村 エイ・ジイ・エス 白馬村への「移住体験」をテーマとした宿泊事業への業種転換計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社永飯食肉 1100002003799 老舗精肉店が挑戦！善光寺門前でイタリアンデリカテッセン事業をスタート！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社中部自動車 3100002031501 地域の「移動・食・住」を支えるコンパクトステーション構築 諏訪信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社ティーエム 2100002027013 プロから家庭まで、白馬のブランド野菜をトラットリアから発信！ 長野県信用農業協同組合連合会

関東 長野県 安曇野市 株式会社Ｉｒｉｅ 4100001025965 安曇野そばとデジタル技術を活用した次世代型エステ事業の展開 税理士法人未来経営

関東 長野県 北安曇郡白馬村 天狗アセットマネジメント株式会社 4010401075867 地場産の木材を利用したスキー・スノーボード製造・販売業への多角化展開 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 上田市 有限会社大栄工業 5100002015089 粉体塗装自動アームロボット導入とトータル管理システム構築 桑原　仁

関東 長野県 長野市 有限会社三愛商会 6100002001880 町の電気屋さんが提供する家電レンタルとハウスクリーニング事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社ミヤジマ 9100002016026 バイオプラスチック加工製造進出による事業領域拡大 髙司　浩史

関東 長野県 安曇野市 ホースランド安曇野 夏のスキー場を馬で歩く！白馬岩岳のホーストレッキング事業の実施 松本信用金庫

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社エムワイエス 1100002038060 最先端ビルの意匠を支える、より深く特殊な曲げ加工製品の開発 マーキュリー株式会社

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社スター精機 6100001018851 空調機器分野等の大径・難削材加工に取り組む差別化戦略 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 株式会社舞姫 2100001027063 八王子市地域活性化プロジェクト連携による【八王子クラフトＳＡＫＥ醸造所】開設事業 多摩信用金庫

関東 長野県 飯田市 ｄＨｂ－ｉｉｄａ 伝統職人が提供する、強く美しい「元結」制作の技の体験サービス 飯田商工会議所

関東 長野県 長野市 トーヨークリエイト株式会社 3100001002156 社内一貫対応で地域住民の生活を守る！ライフライン関連大型特殊機械修理事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社信州芽吹堂 4100001014902 観光土産品卸売業から、地元客をターゲットにした飲食・小売業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社追分屋旅館 5100002019503 ワイナリー建設により自社ワインを製造販売する新事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 大電工株式会社 8100001006598 電気工事屋さんによる環境プラント設備設置工事の一括受注への挑戦！ 長野税理士法人

関東 長野県 長野市 長野テクトロン株式会社 1100001002430 遠隔の医者と医者を繋ぐ遠隔読影サービスで医療の地域差解消を目指す 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 佐久市 株式会社越中屋商店 9100001007785 『いい汗！』で健康と町の賑わいを。ＢＡＮＫサウナ事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社千歳商事 5100001013572 観光需要特化の取引先依存からの脱却を図る地元客向けカフェ事業展開 中田　麻奈美

関東 長野県 大町市 株式会社マルナカ商店 8100001017422 山荘運営の知見と好立地の遊休地を活用した「登山者ファースト」のキャンプ場開設 株式会社長野銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社櫻井製作所 7100001011483 新工法確立による「半導体業界」という新分野への進出事業 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社オリエンタル 3100001012907 ３Ｄｈフリーザーを用いた高品質冷凍食品の製造及びコロナ時代に即した非対面チャネルの確立 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 カントリーカフェ ウィズ・コロナの時代に対応したテレワーク、ワーケーション利用可能な宿泊施設事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 中華そば依々恋々 店舗移転による事業再生！自家製麺コラボの新商品おやきの販売 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社上田急便 1100002016611 ３ＰＬ事業参入による地場製造業の課題解決及び効率的な運送事業の展開 つばさ税理士法人

関東 長野県 岡谷市 有限会社カネカプレーティング 3100002031088 ＥＶ車や環境対応車で需要拡大する新アルマイト処理の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社イツワフードサービス 7100001031234 そば店の強みを活かした食品製造販売事業に業種転換 井下　佳郎

関東 長野県 佐久市 Ｆｏｒｅｓｔ・ＬＩＮＫ（フォレスト・リンク） ドローンによる地域社会の貢献と発展のための推進事業 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 株式会社アーボファクトリー 2100001004640 林業と地域活性化に貢献する林業体験研修キャンプ事業 岡本　洋平

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社井上建具 7100002038039 伝統技術を継承するために、自社ブランドとして製造・販売する「福与組子」の体験サービス事業を展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 北佐久郡御代田町 株式会社桜花 1100001030274 美容室・美容サロン・フォトスタジオ統合店舗による都会と地域のコミュニティ融合サービスの提供 桑原　仁

関東 長野県 上田市 合同会社おぐら 2100003004886 竹粉製造によるＳＤＧｓへの取り組み 郡司拓也

関東 長野県 北安曇郡池田町 有限会社テクノ安曇野 6100002027199 キャンピングカーおよびキャンピングトレーラーの修理・販売事業 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 アオラキ 林業から無垢材のオリジナルトレーラーハウス製造業への業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 塩尻市 株式会社マイクロジェット 7100001016160 デジタルファブリケーション実践アカデミーの運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社しろうま荘 5100002026474 既存旅館から、温泉街を形成する滞在型施設への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 小諸市 浅間エンジニアリング株式会社 3100001008335 三次元測定機とクリーンルームを整備し半導体検査装置を製造する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 プロットスタンダード 旧海野宿の古民家を活用したクリエイター特化型ワークスペース運営事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社森山建設 8100002030812 自然の宝庫・八ヶ岳の森を手軽に親しめる施設の運営（グランピング）～街の喧騒を離れ北欧スタイルの休日を体験しよう～ 篠原　仁志

関東 長野県 松本市 株式会社信州グリーン 8100001013223 剪定くず、伐採くずで燃料チップ及びバイオマスチップを生産する環境にやさしいリサイクル事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社共立金型製作所 2100002013830 樹脂成形金型から金属成形金型への新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ミヤザワＣＡ 8100001003471 昔ながらの郷土食でホッとするおやつを広い世代に提供する 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 農カフェわのん 滞在型リトリートのための宿泊施設建設および夫婦事業の連携 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社トライアンフ 9100001020326 居酒屋から「女性向けイタリアン専門店」と「地産地消しゃぶしゃぶ専門店」へ事業転換 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 佐久市 株式会社エスポワール 6100001023926 自社保有施設の遊休地を活用した絶景グランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 長野県 長野市 合同会社嘉幸 1100003005316 そば屋からテイクアウト専門の生食パン製造・小売業への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ミヤサカ工業 9100001019244 軽トラックに搭載する防災コンテナ「コッくんレスキュー」の開発販売計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 大町市 株式会社Ｓｐａｃｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 1100001017998 木材の地産地消を実現する製材業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社エーシング 5100001020156 完全閉鎖型陸上養殖システムの製造及び販売事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社上野石材商会 4100001028092 アフターコロナの墓石市場縮小からの脱却に向けた浅間山溶岩石タイル事業の事業再構築 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 長野市 有限会社いづみや旅館 2100002000481 宿泊業で培ったホスピタリティを活かした門前町ならではの新たな飲食サービスの構築 風間　孝三

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社丸石 7100002026852 農事公園「ハートナッツの郷」整備計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社ハイツーシステム 9100002014608 ＡＩを利用した振動解析システムの開発と事業展開 小池　功二

関東 長野県 小県郡長和町 民宿みや 現民宿と新民宿古民家素泊り＆一棟貸切の融合による宿泊業の継続 長野県商工会連合会

関東 長野県 小諸市 信州味噌株式会社 9100001008577 味噌󠄀製造業者が味噌蔵の中で信州味噌ラーメンを提供する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社みすゞ工務店 8100001017991 環境に配慮したアスベスト含有検査及び除去事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 長野県 松本市 大信州酒造株式会社 1100001013452 自家製粕取り焼酎の製造販売と新規展開の有料会員制サイトでの高級ビンテージ酒販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 株式会社ＴＨＩＣＫ　ＡＮＤ　ＴＨＩＮ 3100001031898 コロナ禍における地方の強みを活かすスイーツ店 長野信用金庫

関東 長野県 上水内郡飯綱町 有限会社ブラベリーファーム 2100002001876 自社直売所によるオリジナルりんご加工品販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 五一精工株式会社 6100001003886 ライフルスコープ部品加工事業（光学製品用鏡筒）への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 田辺商事株式会社 9100001009930 地域に交流の場を提供する、２４時間シュミレーションゴルフ場の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社シャレー竜王 7100001012226 滞在型メンタルヘルス事業で国内外に向けて地域ブランディング 長野県信用組合
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関東 長野県 上田市 永井茂樹写真事務所 移動出張型撮影から拠点店舗型撮影への転換による、子育て世代に向けた固定スタジオ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社玉屋 8100001007316 長野県の地域食材を主とした健康志向のアイスクリーム製造販売事業への挑戦とＥＣ事業への参入 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社ベジパング 1100001028293 ＩＣＴ化による観光事業および加工品事業導入による収益改善 長野県商工会連合会

関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社ナガオカ製作所 8100001007456 新分野参入～食品工業ラインＦＡ機器の開発・製造・販売～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社今井商工 2100001024110 強みを活かした半導体業界への進出による新分野展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 須坂市 ペンション　ボワ・ヴェル 「天空ジェラート」　壮観な峰の原で楽しむ極上スイーツ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 山京インテック株式会社 9100001022636 オンライン加工部品調達サービスに対応する最短翌日出荷ラインの構築 柴田　忠昭

関東 長野県 東御市 株式会社共和電気商会 3100001030529 ドライブスルー＆ＩｏＴを活用した防災型コインランドリー事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社ホテルオオハシ 3100001022897 働き方改革社会に対応するための新たな挑戦－信州リゾートテレワーク特化型ホテルへ－ 税理士法人未来経営

関東 長野県 飯田市 別所製菓有限会社 2100002037251 長年の最中製造技術を活かし羊羹製造。和菓子の可能性に挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 有限会社Ｐ＆Ｋ　ＫＥＹ’ＳＰＬＡＣＥ 6100002023157 スーパーモービル導入による高速道路の補修工事での産業廃棄物収集運搬 小林　正樹

関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社いっとう 3100002011643 地元ブランド牛「蓼科牛」を活かした加工食品の製造・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ｎｗ－ｃｒｅａｒｅ株式会社 2100001032609 中食・内食需要の高まりに伴うイタリア食材に特化した複合型店舗の開店 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社綿谷製作所 1100001011142 技術革新で循環型社会建設に貢献する廃プラ油化装置の開発製造 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 あんじゃね 信州産作物と糀による化学調味料無添加のレトルト食品製造業への業種転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 ＣＨＡＡＮＹ ポストコロナに適合した防音・快適空間を提供する小屋・トレーラーハウス新事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 Ｓａｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ合同会社 4010403019368 地域企業の軽作業を請け負う外注作業場「内職ワークス」開設 中田　麻奈美

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ハクバホリディ 長野県白馬村で元空家を通年生活ができる住居に改築し、村の経済発展に寄与 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社つたや本店 1100001017800 サウナ・露天風呂付の完全プライベート空間提供による新分野展開 山田　盛史

関東 長野県 須坂市 株式会社小川オート販売商会 2100001005952 フランチャイズビジネスの事業化（ＢｔｏＢマーケティング）への挑戦（業態転換） 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社リゾートライフクリエーション 7100002018783 北信濃の自然と文化を満喫できる新たなデイキャンプ場 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 アルファワークス株式会社 6100001006963 日本初「ヴィーガン・グルテンフリー」スイーツ専用工場による菓子製造業進出 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社協和 1100001007198 機械装置製造技術の新規導入と環境整備による主力事業転換の実現。 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 ＭＤＭＣ株式会社 6010401096374 世界規模の蒸留酒ブームをリードし、四季に囚われない強いビジネスを推進する蒸留所事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社イマジン 9100002015515 コロナ禍でのゴルフ人口増加に伴う地域初！室内ゴルフ練習場開業 株式会社群馬銀行

関東 長野県 伊那市 竹松旅館 高遠城下町の玄関口で地域ネットワークを活用した「地域旅行会社」と「ゲストハウス」の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 かしの樹 廃棄物を有効活用した新商品の製造販売による新分野への取組 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 株式会社上田温泉 2100001009557 睡眠をテーマにした宿泊・飲食・体験等の複合施設への業種転換 上田信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社キャスティネット 8100001023627 自社開発システム体感ショールームを新設し、地域のＤＸ普及を目指す。 飯田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社ぞうさん 4100001027821 喫茶店およびテイクアウト店新事業出店計画 隅田　耕司

関東 長野県 大町市 有限会社黒部ビューホテル 1100002026338 バリアフリー化・ペットと泊まれる宿として新展開 アイソニック税理士法人

関東 長野県 千曲市 株式会社加藤鯉店 2100001006109 新規製造ライン導入により栄養補給食品市場へ新分野展開 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 ベストプラ株式会社 5100001023720 再生樹脂を活用した試作開発による商品製造事業への新分野進出 上田信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社ジェノベーション 8100001026530 地域を繋ぐ複合サービスの構築による新分野展開・新規顧客獲得 諏訪信用金庫

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社古久屋ホテル 1100002018491 超老舗旅館の再出発～ユニバーサル湯治ツーリズムへの事業展開～ 株式会社八十二銀行

関東 静岡県 沼津市 居酒屋峯屋 初心者も上級者も楽しめる駅近「まちなかゴルフ場」 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社エスファーム 4080001012413 『生産者こだわりの干し芋』へ加工部門展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 有限会社松＿ 2080102018229 コロナの影響を受けないラーメン製造販売体制の構築と、地域の活性化を目指す事業計画 株式会社ネクシオ

関東 静岡県 静岡市清水区 富士護謨産業株式会社 7080001009002 補装具用ウレタン・ポリエチレン製品の開発により人々の生活を豊かにする 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 焼津市魚仲水産加工業協同組合 6080005005493 焼津産水産加工品の高速道路ＰＡ販売からＥＣサイトによる販売への転換 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 沼津市 日本ビール醸造株式会社 1080101003208 ノンアルコールビールの製造およびビール製造業の創業支援 三島信用金庫

関東 静岡県 伊東市 グランベール くつろいで　ひとつ上の料理上手になるＰｌａｎ 矢崎　良夫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社うおたけ 1080001010436 ”食べる””漬ける（作る）””学ぶ”江戸前鮨 久保田　光彦

関東 静岡県 島田市 有限会社こいずみ 3080002014079 リンパマッサージ事業の開始と新規女性客の獲得 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 淺沼　和真 ベテラン漁師が希少性の高い遠州灘生シラスの『高品質・高鮮度・安定供給』を実現する。 小西　兼幸

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社デザインピース 7080401023338 顔まわりに特化したリラグゼーションサロンすやツヤブランド開店 浜松商工会議所

関東 静岡県 島田市 中屋酒店 コワーキングスペースとカラオケや音楽演奏ができる多目的コミュニティスペースの開設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 美容室かんらんしゃ 美容室がおむすび弁当屋に挑戦、地域を元気にするサービスの実現 袋井商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 テキーラダイナー テイクアウト用の発酵食品の開発と専用の店舗設備の導入事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 食事処巴 お昼限定！キッチンボックスで地域に根差す和食屋のお弁当・惣菜販売 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社桜井製作所 9080401001936 産業用ロボットの直接制御による加工システム（ロボマジック）の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 島田市 マルハナウッドワーキング 木工技術を活かしたアイラッシュサロンへの挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 湖西市 チャコールダイニング　くら テイクアウトスタンドを開設し、「映える」スイーツの小売販売事業を開始。 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 株式会社エツナ 3080001024384 郊外型イタリアンレストランから郊外型デイサービスへの転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 三島市 株式会社ＳＵＮ’Ｓ　ＧＡＲＤＥＮ 8080101021888 若年層ゴルファーに向けた、カジュアルな初めて着るゴルフウェアのデザイン、販売 三島商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 有限会社喜久屋 5080002017476 新たに冷凍惣菜を製造して２４時間無人販売による新分野展開の実現 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社トップ・スタープロダクション 4080402005503 安価で高品質なネタを使った海鮮丼テイクアウト専門店の展開 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 富士宮市 アカイケ鍼灸接骨院 治療院いらずのフィットネスクラブ創設事業 富士宮商工会議所
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関東 静岡県 沼津市 株式会社古安 5080101001686 地元食材を活用した複合型そうざい事業への事業展開とネットショップの構築 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 浜松市中区 磯野興業株式会社 3080401000448 フルーツサンド店と唐揚げ専門店の持ち帰り飲食サービス業のハイブリッド展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 喫茶ん 県内観光客をターゲットとしたテイクアウト事業の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社大徳建設 2080401017229 ドローンを利用したＣ・Ｉ・Ａ＋Ｔ事業計画 袋井商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 株式会社朝比奈 2080001016903 自然豊かな環境で食するＶＥＧＡＮ料理の提供及び販売への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社川口常吉商店 4080102000969 提灯店等から絵本美術館のある絵本・原画書店とアロマ販売への転換 沼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡南伊豆町 ＣーＬｉｆｅ 超小型モビリティのシェアリングによるジオパーク南伊豆の活性化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社旭洋 9080101012416 観光用レジ袋等製品卸業から大麦若葉等青汁の中国輸出・国内販売へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 湖西市 佐原工業株式会社 8080401005979 難加工材の中量品に汎用的に対応する革新的な自働化体制構築による事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社竹泉浜北店 7080402015160 浜松ブランド「うなぎいも」を活用した食品加工事業への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 伴佛商事株式会社 2080001024286 サービスの提供方法の変更とＩＴ導入による顧客インセンティブ向上 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社亀庵 7080401001285 亀庵ブランド活用のためのＷＥＢ注文システム構築とセントラルキッチン新設 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 グラッチェ グラッチェお野菜宅配サービス「ベジトゥク」事業を開始し、地域のご家庭に健康とおいしさをお届けする 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 鮨みよし 老舗すし店のテイクアウト・デリバリー事業により１ランク上の料理を手軽に利用できるサービスの提供 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社マックカット 4080402007490 衣類へのプリント事業から縫製事業一貫体制へ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 有限会社テイク 5080402017530 写真スタジオが行う美容サロン事業への事業再構築 掛川商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社にしはらグループ 4080101006026 匠の技術とＡＩの奇跡の融合！冷凍餃子の無人販売 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ブティック・ビギ 1080401004715 地場の有機的な繋がりを持つ、街なかコンパクトコミュニティの創造 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社すずき事務機 8080001010025 ペーパーレス化に対応したデータスキャン代行事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＧＲ 2080001021192 個別指導とオンライン配信によるバスケット指導への業態転換 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ブルーワン 6080001012444 家族皆で世代に応じて楽しめる会員制ストレッチ専門店事業計画 石井　宏明

関東 静岡県 伊東市 スタジオイイロ ガラス作家が制作する、オリジナルガラス製インテリアの提供 宮田　大

関東 静岡県 藤枝市 有限会社藤枝シティーホテル 8080002017985 ビジネスホテルを障害者・高齢者向けにバリアフリー化する事業 橋本　昌幸

関東 静岡県 浜松市中区 Ｂｅ－Ｕｐ　Ｌｉｆｅ ５０代以上の健康促進向け、感染症対策の非接触型セルフエステ 浜松商工会議所

関東 静岡県 熱海市 一般社団法人よろずや 4080105005949 熱海温泉ハウスのインタネット映像ライブ配信事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 いっちゃ 無農薬の食用バラをするスイーツを開発と製造販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社海老仙 6080401009899 高付加価値鰻を用いたブランディング及び新販路開拓 税理士法人タックスサポート

関東 静岡県 藤枝市 株式会社小杉苑 6080001016395 食と健康・体験を通じた賑わい創出事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 有限会社風来坊 7080102019123 冷凍自動販売機導入による新テイクアウト商品販売事業 伊東商工会議所

関東 静岡県 沼津市 セラヴィ株式会社 1010901027643 運動療法に特化した児童発達支援および放課後等デイサービス 税理士法人れいめい

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アオイ東海 9080001021855 大規模地震対策に有効な「橋梁耐震ブラケット」製造・設置業務の事業化 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社つかさ製菓 1080401014103 地域農産物を使ったキャラコラボスイーツのデリバリーサービス 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 きんかん 外販向け冷凍　「無添加シュウマイ」製造のための業態転換 掛川商工会議所

関東 静岡県 駿東郡長泉町 有限会社メガネセンター三島 2080102011828 ビジョントレーニングセンターの開設 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社 4080401010215 医薬品開発のＤＸ推進に貢献する実験動物自動飼育装置の製造販売 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社アポロサービス 2080402016774 燃料小売り事業者によるコンサルタント型生命保険販売の運営 浜松商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 ラウンジ水樹 接客業の経験を生かした飼い主の気持ちに寄り添ったペット火葬業への業種転換 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社岩崎青果店 7080102018026 東京圏からの移住者へのブランド野菜拡販による地産地消の推進と顧客創出 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社プレッパーズ 8010701037076 超長寿シロアリ関連健康食品キングゼリーの製造販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 レユニオン プレミアムなゴルフウェアを主要商材とした事業再構築による市場開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 カヌキフーズ株式会社 6080101000423 加水技術を活用した釣り餌事業への参入 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 沼津市 ｉｋｏｒ　ｅ－ＢＡＫＥ ＲＡＳによるカウンセリング業への業種転換と既存飲食業とのシナジー 沼津商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 株式会社フォースエバー 9080101018223 幹細胞培養美容液と最新鋭エステ機器を用いたエステサロン事業の展開 富士宮商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ジーンズショップオサダ 5080001008294 静岡県に特化したコンテンツ配信による新たな販売方式への転換 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 沼津市 高木マシナリー株式会社 2080101003388 ３Ｄスキャナーを導入し、リバースエンジニアリング事業を展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 スタディ株式会社 1080101020665 既存の経営資源を最大限活用する販路拡大事業 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社岸商店 2080101012653 発酵食品「漬物寿司」の製造加工場の建設 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社大東製作所 9080102008421 サプライチェーンのボトルネック解消による受注の安定化 近山　寿博

関東 静岡県 沼津市 有限会社沼津油機製作所 7080102002822 集積度を決める半導体製造装置主要部品製造に新規参入する。 沼津信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 亥太郎建設株式会社 7080102007730 ワサビや御殿場コシヒカリ等の地元素材を使用した地産地消・健康促進パン屋への挑戦 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 ネクストスタイル株式会社 2080101020937 職住観光複合型コミュニティスペースー交流人口の創出で地域活性化 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社あをきのひもの 7080101012491 老舗ひものブランドの無人店舗化とＥＣ販売強化によるＤＸ推進 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社エム・エス・ケー 2080401010175 ダイカスト試作品を強化し製品開発に不可欠なパートナーを目指す 株式会社匠コンサルティング

関東 静岡県 沼津市 有限会社昭和木工 5080102006437 木工加工ノウハウを活かした巣ごもり需要対応の木工ＤＩＹ家具の製作 沼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社富士フーズ 6080101020438 「おせち料理」用などの業務用惣菜加工に進出し安定供給体制を構築 株式会社滋賀銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社セント・リングス 2080101004139 最先端技術の集結　「超速鮮魚寿司×デジタル化」 ＯＡＧ税理士法人

関東 静岡県 磐田市 ＨＳエンジニアリング株式会社 5080401017028 製造業による葬祭業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社林本建設 4080401004448 再エネによる工場野菜栽培及び移動販売 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 富士市 株式会社カンセツ 4080101008328 特殊工法と溶接技術の取得による管製造への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 下田市 東海ヤジマ株式会社 5080101014531 グランピング施設運営による多角化戦略で地域の活性化 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 湖西市 株式会社鈴木プレス工業所 2080401012980 新市場であるＥＶ試験装置分野への進出計画（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 アキヤマエヌシーテープセンター株式会社 7080101008044 医療の発展、患者負担の軽減へ！医療機器等の金型、治工具製造への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 国本工業株式会社 9080401001498 パイプ加工で世界を魅了！次世代自動車の未来を担う自動車部品の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ＴＨＳ 3080101017172 産業廃棄物処理炉運営技術を活用した「炭素繊維等再生処理炉」運営 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社田丸屋本店 7080001003302 Ｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｂ． 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社才茂組 8080001001610 建設資材「次世代足場」の導入による公共土木工事への進出事業計画 石井洋之

関東 静岡県 富士宮市 大宮精機株式会社 2080101011300 ＥＶ車・自動運転技術向け高精度ワイヤーハーネス用電線製造装置の生産により、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 静岡県 磐田市 株式会社増田採種場 6080401016202 新品種栽培技術ライセンス化によるフランチャイズ型ビジネスの展開 磐田商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社リースサンキュー 5080101002024 管理システムを活用したクイック納品体制により新しい客層の開拓 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 東海熱処理株式会社 3080401003442 高硬度素材に対応する新分野・新産業向けのチップソー台金の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 協業組合浜松輸送センター 9080405000100 運送業から３ＰＬ対応総合物流企業への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 鈴重工業株式会社 7080001014935 複合レーザー加工機導入により、精密板金加工技術を活かした医療機器部品加工への新たな進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 菊川市 テクノダイナミックス株式会社 2080401015620 海外委託生産品に係る超精密減速機の重要部品内製化（国産化）事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊東市 マストランプ株式会社 1080101014072 エコ・ワーケーション事業の展開による、新しい付加価値の提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アクオ 4080101003642 総合建設業転換で店舗・住宅リノベーションによる地域活性化事業 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社ヤマセイ 8080401016225 自社の野菜及び食肉加工技術を活かした餃子製造工場兼小売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 有限会社エイチ・エスシー 3080102000524 日本初！二輪車性能を高める修理などの完全非対面化サービス体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 株式会社佐野 3080401017178 協働ロボットショールームの開設・販売促進で製造業の人手不足解消に貢献 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社コミュニティー 9080101017415 英会話教室事業から学童保育型教育事業への新分野展開による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 有限会社スズキ工業 5080002015166 自動車産業から一歩踏み出す新たな事業分野への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社精信機工 2080401010596 自動車部品専用工作機械製造技術・ノウハウを活かしたバルブ産業への新規参入事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 カフェ・ワインアンドダイニング　カスティノ フルコース飲食店が提供する新たな生活様式に対応した独自の高付加価値型の菓子・スイーツを提供する新業態への参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社ネットフラワーズ 5080401017639 ＩＯＴ機器（風センサー）の開発と自社管理サーバーの運用 髙林　　幸裕

関東 静岡県 静岡市清水区 丸彰工業所 医療・半導体分野など樹脂切削加工部品受託製作事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 袋井市 有限会社ウエルライフ 3080402022318 「子ども向け配食サービス」「障がい児・病児保育」の事業化による地域貢献 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 裾野市 有限会社葛山製作所 5080102004176 油圧機器向け大型サイズの部品製造と部品組み立て工程への挑戦 特定非営利活動法人　経営改善支援研究会

関東 静岡県 浜松市南区 ＡＶＥＣ株式会社 4080401023043 「多様性を受け入れる」ニュータイプ男性専用脱毛サロン事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 三島市 有限会社東栄工業 5080102011016 板金ものづくり技術：深化に向け精密板金事業参入により事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社ブルーコーナー 5080102021122 観賞魚の輸出入・卸売業から日本初の幼魚専門水族館事業へ進出 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 安藤紙業株式会社 3080001010178 ふとんリサイクル事業部門新設による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社スルガ検査 3080101017429 わが国のインフラ強靱化のための非破壊検査の技術向上に向けた事業再構築事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 菊川市 西欧料理サヴァカ ジビエを通じた料理の発信や厳選食材調達を可能とするプラットフォーム 株式会社イソシエ

関東 静岡県 周智郡森町 神誠商事有限会社 2080402022104 ペット霊園の建設による「家族の心に寄り添ったサービス」の提供 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 シンテック株式会社 2080001020558 独自技術による道路の伸縮装置製造技術を応用させた新分野展開と技術コンサルティング事業の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 御殿場市 一楽 静岡県初のジャイアントプロ・サイクルショップによるサイクリング文化の構築 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社モースト技研 5080401012375 産業用双腕型ロボット取付部品、産業用ロボットセンサーカメラ取付部品の加工体制の構築 小倉　裕樹

関東 静岡県 富士市 株式会社三誠 7080101010710 「高付加価値の超精密加工」実現による医療機器部品サプライヤーとしての新分野展開 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 ねこと白鳥 ねこと白鳥のシミュレーションゴルフ場事業 蒲池孝一

関東 静岡県 富士市 株式会社富士コーポレーション 5080101009399 大きな雇用と徹底された感染症対策によって実現する複合型飲食施設「富士山横丁」 富士宮信用金庫

関東 静岡県 焼津市 小林ハグルマ機械株式会社 4080001014814 コロナ禍で注目される環境に配慮した衛生・医療器械設備製造への事業展開 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社篠原建設 9080402003659 建設会社が果敢に挑戦！古民家再生を柱とした地域社会貢献事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社Ｂｉｇｎｉｎｅ 1080001022943 木材の町を活かした檜（ひのき）の酵素風呂事業への挑戦 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 沼津市 有限会社トーシン 5080102002469 全固体電池製造装置向けの大型部品加工事業参入による事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ナスノ板金工業 7080001003905 高品質加熱処理が可能な生産可能設備の設計・製造事業への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 藤枝市 山喜本舗有限会社 9080002016961 馬鈴薯でんぷんを用いた素焼き製法によるせんべいの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ブリッジオーバー 2080401018747 韓国チキンと海鮮丼店を始めとするテイクアウト市場の展開 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 沼津市 有限会社オオヌマ 5080102000729 食肉加工卸業から和牛焼肉店、国産ＢＢＱ食材専門店への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 有限会社三浦水産 7080102020535 伊豆の食材を活かした冷凍調理加工品の製造への業種転換 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 玉本屋 山間の町で行う非接触型のグランピング事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サンテ静岡 3080001011498 スポーツ選手向け初動負荷トレーニング事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 焼津市 清弘水産株式会社 9080001014966 新製法で抽出したマグロのＤＨＡ／ＥＰＡサプリメント商品の開発と販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社桜井 3080101014772 伊豆の「海」と「山」を満喫する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 焼津市 株式会社マルヨシ加工 1080001015947 倉庫業への進出で付加価値と生産性を高め地域の物流拠点を確立 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社サトー交易 3080101007165 プラスチック製品卸業から当社ブランド衛生製品・健康食品製造委託卸業への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社東海工機 2080401003385 新たな生産体制で新分野である「航空機産業」へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社松下工業 6080401016375 中子製造業からロボットシステムインテグレータへの事業転換 浜松磐田信用金庫
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関東 静岡県 浜松市中区 合同会社Ｏｉｄｉａ 2080403003160 海岸前倉庫を活用したビール醸造所と多機能タップルームの新設 伊東商工会議所

関東 静岡県 富士市 株式会社鈴昭工業 4080101008823 自動車産業の部品高度化を支える大型金型加工への大胆な業態転換 富士信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社エムエーフーズ 2080101013949 冷凍技術を活かした、惣菜等製造販売での内食・中食市場への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社デルマ・ラボ 6080001010506 コロナ禍で高まる口腔ケア・ニーズに対応した高機能洗口液の開発と衛生用品市場への新分野展開 尾関　俊寿

関東 静岡県 掛川市 エヌコンセプト建築計画 デジタル化を取り入れた地域密着型レンタルオフィス事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社丸啓鉄工所 3080101009748 工作機械部品加工で培った技術の応用による、産業用ロボット部品加工体制の構築 マーキュリー株式会社

関東 静岡県 下田市 賀茂米穀卸株式会社 3080101014450 高齢化地域からの米飯文化の再発信 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社クリーニングのカドタ 4080001013799 「コインランドリーと宅配、洗濯代行開始による複合サービスの開始」 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社新井商事 5080101015769 障害者の就労支援と農業の担い手不足解消 木村　美都子

関東 静岡県 静岡市清水区 ごはん屋さくら 桜えび等の食材を活用したコッペパン専門のテイクアウト事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 ライフサービス株式会社 5080001013757 ポストコロナに対応した安置葬・家族葬など新たな葬儀サービス提供 若杉　拓弥

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社コトブキ自動車 6080402009948 鈑金塗装業者による先進安全自動車を中心とした整備事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社カワイ 9080401016579 木材卸売から加工販売へ新規参入　～環境循環型社会の実現へ～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 荒澤ターポリン株式会社 5080401000347 国土強靭化に寄与する高強度土木シートの生産体制の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 太田工作株式会社 6080001016338 自社精密金属加工技術の活用による半導体製造装置市場への新分野展開事業 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 ＮＰＯ法人はっぴぃ 1080105003765 障害児通所支援事業（自宅から通う）から障害者入所支援事業（生活の場所）の自立シェアハウス 戸越　裕介

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社プラスト 2080101006936 環境配慮、ニッチトップ、アフターコロナを目指す新試作機開発事業、新生産システム開発事業 石渡　清和

関東 静岡県 富士市 有限会社佐藤製機 6080102013985 難素材加工の強みを生かした業態転換によるデジタルデバイス関連分野への展開 富士信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ＡＲＭＡＴＥＣＨ 3080101022189 接合・実装技術の高度化による医薬品業界向け配管事業への新規参入 尾関　俊寿

関東 静岡県 富士市 株式会社司技研 9080101009049 二輪車から水力発電・ＥＶ部品分野への大胆な新生産ライン構築事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社ぬしや仏具店 8080402015390 伝統技術を活用した新製品開発と集客手段の多様化による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 株式会社掛川外装 5080401015312 ガルバリウム鋼板による“カバー工法”を用いた施工事業への展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社エーピーアイ 4080001012933 従来の印刷業から新たに動画作成事業に進出による事業再構築実現 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 有限会社マイクロテック 9080102002663 コロナに打ち勝つための業態転換・ＥＶ用半導体部品製造への挑戦 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社中村鉄工所 5080401016707 高精度部品製造環境を整備し、光産業へ新規展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 田形青果株式会社 4080001003222 詰め合わせカット野菜の加工・製造による食品スーパーへの新規販路開拓 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ＴＯＭＭＹ・ＣＯＭＰＡＮＹ 3080402013696 居酒屋から専門性の高いうどん・定食屋へ新しい生活様式への対応 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社建築システム 9080001001386 新発想の収納術と空間２ＷＡＹ活用でコンパクトでも開放感広がる新たなリフォーム事業の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 下田市 有限会社豆州下田郷土資料館 6080102021014 ＡＲ／ＶＲ・トリック３Ｄアート等を活用した体験型地域連動展示博物館への転換 玉置　久倫

関東 静岡県 沼津市 空とぶ合同会社 5080103001445 沼津産養殖マダイのレトルト・冷凍食品の製造およびインターネット通販事業の展開 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社天峰建設 4080401015908 宮大工による漆塗り仏具製造業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社テクニカル・ワークス 8080001013192 精密金型技術を生かした半導体集積回路部品分野への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社八幡機械 5080401004315 溶接ロボット用集塵機のメインシャフト製造事業（業態転換） 小倉　裕樹

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社原田塗装工業所 9080402006653 船外機に特化した自動ロボットライン導入によるマリン分野への参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 浜松魚類株式会社 1080401004070 水産物卸業の水産食品加工業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 山下工業株式会社 8080001005413 熱可塑性プラスチック製品製造事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 湖西市 株式会社片山造船所 8080401006119 展示ショースペース開設、ＷＥＢ強化・リモート商談を開始し、事業再構築を図る。 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社松屋商店 9080102008644 老舗酒店が行うウィズコロナ時代のお総菜イートイン＆テイクアウト事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 橋本エンジニアリング株式会社 7080401011326 高齢者にやさしい安心安全なパーソナルモビリティの開発と製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068 紙資材を活用した新商材ディフューザーの加工生産体制の構築 富士信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社島村謄文堂 6080001016445 静岡市の車利用者のためのコワーキング・レンタルオフィス事業 藤枝商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社高田工務店 4080402009818 ＩＯＴ体感型モデル棟を利用した、ＩＯＴ機器設置事業への参入 税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ヤガワ 9080401012248 ＩＯＴ活用による「ヴィラ」＝一棟貸しの新しい宿泊事業の推進 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ニッシン 4080001015102 主力のワイヤーハーネス端子圧着機製造から精密部品の検査機器製造事業への新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市葵区 ジャストワン 運動療育で子供の自立を支援する放課後等デイサービス事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市南区 ボデーショップウキギ ＡＳＶ・電気自動車に対応した整備サービスの実現 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 三義ワークス株式会社 6080101009811 デジタル活用による高精度な半導体フィルム刃物研磨事業への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ヤマナ茶業 3080001015887 ドライチェーンを確立したデリケート商材保管による定温倉庫事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 デュメンオレンジジャパン株式会社 1010001076005 フラワーオープンハウスとＥＣサイトによる新規顧客・需要の開拓 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 有限会社かね八水産 1080102018163 水産卸売業の仕入れルートを活用した高級料理店のオープン 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 牧之原市 水野建設工業株式会社 6080001013731 ＡＷ大規模建築物鉄骨生産体制構築による首都圏エリア進出計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 レルナ合同会社 8080403004129 菓子（みやげ品）とパック惣菜、加工食材の製造・販売事業 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社ＫＩＮＧＳ 2080401023706 地場農産品を素材にしたオリジナルベーカリー事業への新規参入 静銀経営コンサルティング株式会社

関東 静岡県 沼津市 有限会社東静クボタ工機 9080102002481 治具・金型設計、製造の強みを生かし量産品製造事業へ新分野展開 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社トリイ 8080401003628 中小企業の生産性を高める省力化設備製造販売事業の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社木藝舎 5080002005877 遊休資産の古民家を活用したサウナ専用施設を開設する。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 駿東郡清水町 有限会社木澤工業 3080102009986 自社ＦＡ技術を活用した野菜栽培・野菜ジュースペースト製造に取り組み、自社オリジナル製品を販売する「脱下請け」企業を 三島信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社静岡仮設 7080101018068 建設事業から地域需要が拡大している心身障がい児支援事業への新分野展開による事業再構築 富士宮信用金庫
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関東 静岡県 菊川市 有限会社スタジオワン福田 6080402018668 振袖・衣装の販売・レンタルおよび貸スペース事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 丸玉株式会社 8080401019079 衣装・写真技術を活かした小規模低予算の「ニュースタイルウェディング」事業の開始 村越　誠也

関東 静岡県 磐田市 芝原工業株式会社 2080401015835 薄板溶接中心の精密板金事業から建築などの厚板加工まで包含する総合板金メーカーへの挑戦 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社焼津精機 6080001015389 横型マシニングセンタとＡＰＣ等導入によるロボットアーム製作を通じた工作機械関連分野への新規参入事業 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 下田市 株式会社シモダバイザシー 2080101015251 ウェルネスワーケーションを提供する法人向け宿泊施設へ事業転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 有限会社アイワ電気 1080102021951 電気自動車充電設備設置事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 有限会社共同製作所 9080102017793 深穴・多面加工とコロナ対応による強靭な製造体制の再構築事業 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社松本工業 3080002011274 自社の経営資源を活用した市街地型グループホームを新分野展開する。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 美匠未来建設株式会社 6080401011203 非対面チャネルによる知識習得の場の提供と実証データに基づく建築物塗装の提供に伴う「安心・品質重視市場」への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社山口鉄工 2080402008466 建設機械分野へ新規参入し、プレス工程の無人化による生産性の革新的向上 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社山田ステンレス 1080401005580 アルミの切断・溶接加工の完全内製化による食品加工（粉末香料）関連市場への業態転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 湖西市 カーライフサポート株式会社 8080401011721 福祉車両の整備実績を活かしたバリアフリー化貸ペンション事業への取組み 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＬＩＦＥＷＯＲＫＳ 8080003001914 福祉サービスのノウハウを活かした障がい者グループホーム事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 瀬尾製作所株式会社 3080102008385 デジタル社会を支える半導体製造装置向け高強度継手の製造技術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 静岡県 浜松市中区 株式会社斐然商事 8080401014170 海外進出マーケテイングオートメーションツール事業計画 税理士法人ガルベラ・パートナーズ

関東 静岡県 沼津市 株式会社日幸製作所 8080101006030 設備導入による蛍光Ｘ線、熱分析装置への展開・電気組立参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 島田市 カワサキ機工株式会社 8080001013374 中国／ケニア茶業の維持発展の為、作業効率の向上可能な乗用型摘採機の開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 建築業天野マコト 脱酸素に向けて県産木材料利用拡大と生産性向上をめざす 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 有限会社ティーツー 9080002013785 高精度加工を活用し驚きの誤差範囲を実現！飲料充填機市場に進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 ＷＡＴＡＳＥ　ｃａｓｔｉｎｇｓ株式会社 9080402008906 軽量化アルミホイール製造に対応するための完全自動化ライン構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士市 有限会社ｌｉｆｅｉｓｌｉｖｅ 7080102016054 クラフトビール事業展開でのブランド力強化による収益Ｖ字回復 兒玉　洋貴

関東 静岡県 焼津市 丸寿瓦工業株式会社 8080001015206 屋根工事業者×瓦リサイクル製品 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社島田鋼板 9080001013076 一貫生産体制と横の繋がりを活かした板金塗装業界への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 旬料理　加とお 昭和レトロな登録有形文化財を活用したカフェ＆バーによる新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社岩倉溶接工業所 1080002013438 新たな加工工程の導入によるＥＶ市場向け部品の製造分野への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社伊藤木工 8080101020873 木の廃材を再利用した家具・小物の製造および販売への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 杉本家具株式会社 6080001002230 集客・体験型とオンラインのハイブリッドによる「インテリアファクトリー」事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社金井鉄工所 6080402014857 金属加工用治具製造から次世代自動車用部品への新分野展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ゼレンシック 冷凍食品製造・販売による飲食サービス業から食料品製造業への業種転換 サポート行政書士法人

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社インデックス 1080001012036 人物や物を３Ｄスキャンしデータ化するＤＸ推進サービスの提供 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社平垣製作所 7080001008986 精密部品加工業から、医療装置アッセンブリ事業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ＳＡＷＡＤＡ 8080001017895 食品衛生管理基準の強化に対応したパレット洗浄業務の新規取組と事業展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社日清特殊鋳造所 3080401015074 薄肉鋳造技術によるロボット・環境市場への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社大手町スカイパーキング 3080101017899 ＪＲ沼津駅前のにぎわい創出に向けた、高品質なレンタルオフィス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 掛川市 １ＰＬＵＳ株式会社 5130001050068 金型製造企業から成形事業の新規参入による一貫受注体制の構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 遠州山中酒造株式会社 5080403002440 酒造の機械・ＡＩ化に伴う酒類ＥＣ販売（スパークリング市場含む）への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社斎藤興業 6080401001831 労働、健康寿命の延伸に寄与する薬局の開設による業種転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 駿東郡清水町 フォース・トライアングル株式会社 9080101021350 ストレッチ専門店への新分野展開で「癒し」と「健康」の両立支援 水谷　弘隆

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ 5080401013118 貴金属等小物スクラップ処理ノウハウを活用した金仏壇リサイクル事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社増商 6080001013418 地域資源（大自然・木材・職人）を活用したアウトドアサウナ施設の経営とバレルサウナ販売事業への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社小柳津清一商店 2080001000956 独自ブレンドのオリゴ糖による健康食品製造販売への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ 3080401011809 ＨＡＣＣＰ対応の厨房設備製造向けチップソーの市場開拓 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社かねはち茶園 9080003000056 オーダーメイドで受注焙煎する茶葉の受注、焙煎、販売体制の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 周智郡森町 株式会社トミーパッケージ 8080401017479 地球温暖化防止になるトライウォール製パレット製造業への進出（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 湖西市 株式会社袴田精機 6080401006608 自動車ＥＶシフト強化に向けた技術開発！技術ブレイクスルー領域への新分野展開 豊橋信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社タニコー 6080401015889 リバースエンジニアリングによる金型製作とデータ提供サービス 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 小澤塗料工業株式会社 2080001000923 大型製品のロボット塗装加工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 下田市 株式会社ＶＩＬＬＡＧＥ　ＩＮＣ 7080101016261 おうちでキャンプご飯体験サービス 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 株式会社ケイリックス 3080401014902 コロナ禍で急伸！ｅスポーツ関連グッズへの新規挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 山本電機株式会社 9080001013902 スマート農業向け給液自動制御装置製造に向けた事業体制の構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 掛川市 合同会社ＵＵＵｔｈ 6080403003685 静岡を元気に！観光関連事業（広告代理業）への事業再構築 中村　健一郎

関東 静岡県 掛川市 東海工業株式会社 6080401014668 ＭＢＤ方式の円滑な工程進行を支援する新たな事業体制の構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 一般財団法人神山復生会 3080105005099 在宅療養支援診療所の開設 原口香絵

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社プラドウィン 3080001006192 グリーンエネルギーに特化した住宅・店舗建設への新展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 袋井市 アントルポ 理容店が新たに取り組むメンズトータルビューティーサービスの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御前崎市 フード株式会社 2080401018672 カツオの魅力再発見！持ち帰り用食品、弁当の製造販売への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社オーケープレス 2080402001594 次世代自動車の導電性能を高める提案型部品製造による新分野進出 遠州信用金庫
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関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社バイタルフーズ 8080101001543 事業再編と地元食材を活かした惣菜販売で卸売業から小売業へ業種転換 藤巻　かな江

関東 静岡県 駿東郡清水町 マイクロ・データ株式会社 1080101006210 システム開発会社によるＣ言語プログラミングスクール事業への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社小松屋 5080101004763 愛犬と連泊するワーケーション客向け宿泊サービスの展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 ＲｅＰｕＢｒｅｗ合同会社 9080103001607 独自の醸造技術を転用した低価格消毒用アルコールと地物フルーツ消毒液の製造販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社オオタカフォトスタジオ 1080402014845 プロカメラマンの撮影技術を活かした３６０度撮影スタジオによる事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社サンボク 5080402016193 ５０年前のドイツ式ベーコン復刻によるお土産産業参入と物販＋ランチによる新規観光スポット化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 みとみ株式会社 4080101010366 最先端デジタルＢＩＭデータ作成サービス業への進出 富士信用金庫


