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

関東 茨城県 神栖市 ペガサスパソコン教室 パソコン教室事業から地域初の冷凍餃子無人販売への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 ｐｏｒｃｈ 美味しくて体に優しいロースイーツを提供するフードトラック事業 廣野　希

関東 茨城県 筑西市 有限会社グリーンコーポレーション 5050002041990 当社オリジナル美ボディメイクトータルプロデュースサービス業へ新分野展開 下館商工会議所

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社やぐら 8050002026840 キッチン付きレンタルスペースとケータリング事業への新分野展開 高橋　寛

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社大森自動車ガラス 6050002026306 特定整備工場の認証取得及び電子制御装置の整備と検査 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 丸和建設株式会社 3050001032332 地域の造園業者と職人による園庭規格住宅事業への挑戦 水戸信用金庫

関東 茨城県 守谷市 有限会社Ｓｈｏｋｕｉｋｕ　Ｊａｐａｎ 2030002085191 セントラルキッチンが生み出す高品質冷凍食品と効率の最大化を目指す事業転換 菊池　武広

関東 茨城県 土浦市 サロンドヒカリ エステ店から、大人気の焼き芋店に業種転換し相乗効果を図る。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 守谷市 吉田通訳人材事務所 デジタルデトックス事業によるインターネット依存の予防 小沢　英司

関東 茨城県 筑西市 とどろき 狭小鉄板焼き店のアウトドア農家レストランと畑キャンプ事業への挑戦 下館商工会議所

関東 茨城県 猿島郡境町 合同会社ＴＳＰ 8050003003054 運転代行事業者のアウトドアビギナーサポート事業への業種転換のチャレンジ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 笹揶 買物をエンターテインメントに変える！こだわりの惣菜持ち帰り店 土浦商工会議所

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社関組 7050001040892 経営資源とのシナジー効果を活かす解体事業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社宝島ジャパン 7050001020011 アパレル事業から立地に合わせたモンゴル専門店への事業転換 一般社団法人茨城県経営コンサルタント協会

関東 茨城県 水戸市 株式会社信和テクノ 6050002002356 ストップ　フードロス～廃棄される食材を宝物に変える～ 株式会社足利銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社マリアージュ吉野 2050001011915 地域に不足する公共スペース機能を補完、貸会場の提供で生き残る 石岡商工会議所

関東 茨城県 石岡市 有限会社根本自動車工業所 2050002015741 新自動車（ＡＳＶ＋Ｒ１２３４ｙｆ搭載車）整備による新たな領域への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 茨城県 桜川市 有限会社ペンギン 2050002043247 茨城県産黒毛和牛肉を丸ごと一頭加工した物販商品の製造と販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 株式会社ＣＩＲＣＬＥ１０ 2050001012723 大人気焼き芋店との協業で芋チーズケーキの製造～小売業に進出する。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 Ｄｏｍａｉｎｅ　ＭＩＴＯ株式会社 7050001039935 ワインを丸ごと楽しめる拠点と、まちなかワイン、地域産果実のお酒で地域間競争力強化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 エネルギーの脱炭素化を促進するソーラーカーポートクラブ運営事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡城里町 有限会社大畑化工 6050002004113 廃プラスチックの種類を選ばずに１００％再利用した建材の生産 井之川　宗弘

関東 茨城県 つくば市 株式会社木戸屋 7430001077814 中古集合住宅ＺＥＨリノベーション、ソーラーカーポートとＥＶ充電サービスで脱炭素に取り組む事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ヒバラコーポレーション 6050001004898 製造業のＤＸ化に挑戦！「エッジコンピューティング」と「ＡＩ」活用による「スマート工場ソリューション」事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 松枝印刷株式会社 3050001029527 コロナ禍でも人々がわくわくする自費出版事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 株式会社恊心 5050001046413 農産物の加工販売によるスーパーフード市場への参入 依田　忠

関東 茨城県 日立市 株式会社イノテック 5050001044532 「社員の関心ごと」がＳＤＧｓに合致したドライフラワー事業への進出 滑川義裕

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社アスドリーム 9050002026328 エーミング検査付き即日車検サービスによる指定工場化への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社日伸合成 8050001031577 高い安心安全性を求められる医療用具の製造による新分野展開 竹野谷　周久

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社シカフジ 1050001015264 既存事業の経営資源と地域の観光資源を活用した宿泊事業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社バンテック 9050002004622 半導体生産設備内成膜装置用石英ガラス機器の開発と生産体制整備による事業の再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 稲敷市 株式会社井川建築設計事務所 6050001042774 サイクリストのライフスタイルを支援するサイクルステーションの開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 牛久市 日本環境保全株式会社 8050001028144 排出ＣＯ２および燃費削減を実現するアンモニア水エマルジョン装置の開発 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 日立市 アルファテクノシステム株式会社 8050001044918 自宅からリモート学習が可能なドローンプログラミング教室 日立商工会議所

関東 茨城県 神栖市 有限会社しのづか 2050002027737 建築残材の廃棄問題を解決！残材販売及び職人育成教室やＤＩＹ教室の開催 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社ヤマイチ 8050001020398 ペットボトル直接印刷システムによるラベルレスペットボトル製造 座間　佳明

関東 茨城県 水戸市 株式会社パーシモン 8050001006273 茨城県の隠れた名店の味を全国に広めるプロジェクト 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 有限会社コスメ．Ｌ．Ｂ．Ｒ 3050002013950 コロナ時代を生き抜くトータルビューティーサロンへの業種転換 土浦商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社グリーン交通なか常陽 6050001005979 ２４時間稼働のタクシーによる地域見守り事業ー生涯元気のお手伝いー かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 筑西市 株式会社モビリティテクノ 8050002042417 レベル４飛行によるドローンビジネスの実装に貢献する次世代ドローン人材育成事業の展開 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 生井ゴム工業 熟練技術者と真空加工技術を活かした医療関連ゴム製造へ新分野展開 石山　賢

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 リーフ株式会社 7050001033905 地元サツマイモ農家と一体となって展開する焼き芋ビジネス 株式会社東京経営サポーター

関東 茨城県 取手市 株式会社アリガトウ 7050001027592 自社及び外部委託先からの農作物の加工・加工品販売 依田　忠

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＰＵＰＰＹ 6050001034160 人と犬とが共存できる社会に向けたペットオーナー向けスクール 茨城県信用組合

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社ＫＯＫＯＬＡＰ 3050001045532 イチゴ・焼き芋の冷凍加工製造における事業再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社八幡鉄工所 2050001023794 銅ー鉄系２層構造含油軸受と専用サーボプレス機の開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 茨城県 笠間市 千波鉄工株式会社 7050002010762 電源設備・空調設備向け架台加工に特化する業態転換事業 水戸信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 潮来市 株式会社小宮工業 6050001033880 建設業における業態転換　水素施設関連工事における事業再構築 茨城県信用組合

関東 茨城県 常陸太田市 有限会社ティーズモデル 4010802016965 昭和の名工がチャレンジするアルミ素材による小物水道管木型製造への新分野展開 和喜田　勤

関東 茨城県 稲敷市 中央整備株式会社 5050001026316 オンライン動画配信スタジオ機能を備えたハイブリッド型レンタルオフィス事業の展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 常総市 高尾工業株式会社 2050001030089 高精度な丸面処理で実現する業界トップとの建機電動化推進計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 笠間市 有限会社フルサワ社寺建築石材 6050002010821 １００年企業が社寺建築で培った強みと特許技術を活かして「絶対に倒れない墓石」製造販売事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社住谷公商店 2050002008563 ほしいも業者の工夫を凝らした健康焼き菓子スナックの製造販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 スタート株式会社 2050001035872 省エネ・高耐震を兼ね備えた、高性能でリーズナブルなプレハブ鉄鋼住宅販売事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社松本製作所 5050002018238 トラック部品からロボット精密部品へ大胆な業態転換でコロナ克服 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 ホコタ設計コンサルタンツ株式会社 9050001021957 人力から最新式高性能レーザースキャナによるＵＡＶ測量への事業転換計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社グルービー 5050001004569 冷凍食品事業およびスイーツ販売事業 松本　圭介

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社きくち 5050001006706 地元に根差した和洋菓子菓事業から全国展開する健康食品事業への進出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 稲葉酒造 蒸留所を設立しサスティナブルな焼酎の製造と地域産業の活性化 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 アイアールスペック株式会社 7050001017899 赤外撮像素子用接合装置の開発・導入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 株式会社木城製作所 4050001031399 産業用ロボット分野のシャフト部品の技術課題の解決による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鉾田市 有限会社鹿行段ボール 7050002029712 高級焼き芋加工・卸売に取り組む新分野展開事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社リカーショップスドウ 1050002022284 『ポストコロナ時代のお酒ライフを支援する』新業態店の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 株式会社アクセスシャイン 3050001012458 地元食材を使った洋食レストランで過疎地域の活性化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社丸愛 5050001002317 古民家を活用した干し芋工場とカフェを一体化した工場事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社緑川木工所 5050002016002 コロナ禍の新たなニーズに対応するための再構築事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社道進 1050001040477 Ｗｉ－ｆｉネットワークを経由しリモート利用できる就労支援の運営 田尻　明裕

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＦＯＲＬＩＮＫＳ 2050001033810 ハウスメーカーとのネットワークを活かしたソーラーカーポート展開事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 茨城県 常総市 株式会社島田製作所 9050001029422 ＥＶ用大型プレス部品に対応する高効率生産体制の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社渉工業 4050001025054 既存事業で培った強みを活かす！「トレーラーハウスによるシミュレーションゴルフ事業」への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社幸手スプリング 3050001018686 ばね加工会社による、障がい者向けグループホーム運営事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 ＮｉｓｈｉｎｏＢｏｄｙＲｅｐａｉｒ 海外展開を視野に入れたレストア会社が挑戦する自社ブランドの自動車パーツの製造 大竹　貴司

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社前島工業所 5050001010179 高精度・高速溶接ラインの新構築によるＥＶ建設機械部品の新規受注獲得を目指す大胆な業態転換事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 山口瓦工業 廃瓦を再利用した再生瓦チップ商品製造販売事業への新事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ドロップ 9040001083775 マイクロ・アグリツーリズム（カフェ＆ミニマルシェ）への挑戦「行ってみたくなる農場、会ってみたくなる生産者」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社インユニ 5050001036521 飲食店の人材不足を解決する自動化機械の開発・販売への新分野展開 石川　由也

関東 茨城県 つくば市 ＪＩＮＺＯＵホールディングス株式会社 2050001044989 研修提供事業からリモート研修の質・担保向上支援事業への事業転換 石川　由也

関東 茨城県 水戸市 株式会社コウノ 6050001000939 最新深浅測量システムの導入による海底３次元測量技術の獲得と全国展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社後藤塗装店 2050002001246 茨城発の新ブランドＶＵＺＺＲＹ　ＶＡＬＤＲゴルフライフスタイル市場に参入 大竹　貴司

関東 茨城県 桜川市 山本石材工業 「ＳＤＧｓ」に挑戦！地場御影石石材業の端材活用リサイクル商品の開発と事業革新 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 つくば市 育良精機株式会社 1050001017426 ファイバーレーザー加工機導入によるチップコンベア製造への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 坂東市 株式会社きし 8050001035561 「放課後等デイサービス」の木工工作で、障がい児童の自立を支援 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｍａｓｔｅｒ　Ｐｉｅｃｅ 3050001035228 オンラインで全方位の車輌閲覧を可能とするサービス展開 水戸商工会議所

関東 茨城県 坂東市 株式会社マナカ商事 1050001014497 野菜専用パッケージ加工センター新設による業態転換 株式会社常陽銀行
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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

関東 茨城県 水戸市 有限会社東條商店 6050002002273 「おうち時間はうなぎと共に」鰻屋ＥＣ参入でフードロス削減も！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社ＵＮＩＯＮ　ＷＯＲＫＳ 5050001040853 テレワーク対応で障害者が安心して働けるグループホームの設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 常総市 有限会社佐々木貿易 8030002079980 プラスチックペレット材製造体制構築による、再生材市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 ワーカー・ビー 脱毛という新分野で理容業界に変革を起こす未来につながるサロンづくり 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社カツミ産業 1050001013466 飲食事業新規参入による事業再構築 結城信用金庫

関東 茨城県 常総市 トウショウ物産株式会社 9050001030099 お墓参り代行サービス事業への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡美浦村 Ｎテック ＥＶ向け精密加工部品のニーズに対応したデジタル工場新分野事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社知陽工業 7050001037311 機械により高精度分別をする金属リサイクル事業を新たに展開 西川貴人

関東 茨城県 笠間市 株式会社ヤナカ 9050001008095 サブミクロン超精密加工と同時５軸加工機を組合せた新市場への展開 株式会社常陽銀行 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 つくば市 株式会社シンプルウェイ 2050001017359 最新機器を導入したゴルフ専用パーソナルトレーニング＆コンディショニング施設事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社漢全 9050002021114 薬膳料理専門店の新たな業態開発による若年層の個人需要の獲得 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ＳＥＬＥＣＴ－ＯＮＥ 9050001042482 地域農産物の物流・マーケティング・販売機能を満たすロジスティックスセンターの開設 辻村　英樹

関東 茨城県 龍ケ崎市 一般社団法人樹来 5050005011909 日本製中古品に特化したＢ２Ｂ越境ＥＣサイト事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社波輝 9050001008434 次世代に受け継ぐ絶品の干し芋事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社房総工業 2050001020791 プラント配管工事一筋から、溶接技術を駆使する「ものづくり」に挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ティーケーシステム 8050002023466 中古ピアノ販売×オンラインレッスンシステム販売による事業再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸太田市 野内商事株式会社 4050001026589 常陸太田市で１００年以上続く地元密着企業のコインランドリーへの挑戦 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社鈴和 5050001020665 風量発電所建設における特別高圧竣工試験受託事業への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＧＦＳ 3050001050805 地場の鮮魚を地産地消で提供する高級寿司割烹への事業転換 アプリコット株式会社

関東 茨城県 神栖市 株式会社ｍａｕｐｉｔｉ 9050001036939 美容室から健康と介護予防に特化した地元密着フィットネス事業へ 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社エヌケーオート 9050002027920 栃木県益子町におけるフランチャイズ契約式わらび餅の販売事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社Ｈａｉｒ’ｓ　Ｒｏｏｔｓ 8050001044455 男性の美とセンスアップを提供するエステサロン経営とノウハウの普及活動 茨城県信用組合

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＫＩＫＵＺＯ 2050001005553 衣料廃棄ゼロを目指す新感覚デジタルカスタムデパートメント事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社日立工業所 1050001024579 半導体用スパッタリングターゲット素材回収事業への進出 茨城県信用組合

関東 茨城県 北茨城市 安西自動車 鈑金塗装のノウハウを活かした中古車販売の開始・トータルサポートの実現 尾﨑　素之

関東 茨城県 水戸市 栗原商事株式会社 4050001000882 工場増設及び設備導入による自社オリジナル商品の加工・販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 土浦市 有限会社菊池工務店 7050002012635 茨城県建築業の業態転換：アウトドア特化の体験モデルハウス構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

関東 茨城県 つくば市 株式会社エアメンブレン 9050001043142 高性能ＴＩＭ（層間熱接続材料）製造装置導入・新製品化と販路拡大 株式会社つくば研究支援センター

関東 茨城県 東茨城郡城里町 木村砕石株式会社 1050001000811 生コン業界の課題に挑戦！新たに「砕砂」のＪＩＳ規格認証を得て環境に配慮した持続可能性の高い製品を提供する！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 藤栄商事有限会社 1050002024140 愛犬と過ごす癒し空間。洋食店が遊休地を活用しドッグラン運営。 古河商工会議所

関東 茨城県 取手市 株式会社イイジマ測設企画 9050001027376 地動監視システムの自社開発を核にした複合測量サービス開発事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 合資会社湯の沢鉱泉 9050003001783 開湯以来の大転換、見て作って楽しむ！秘湯宿ならではのワーケーションもてなし作戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 陽光商事株式会社 1040001092214 金属リサイクル資源の回収・運搬事業を新たに展開し、国内製造業をサポート！ 西川貴人

関東 茨城県 水戸市 株式会社エス・ディ・ワークス 5050001000551 茨城県北部地域の創生に貢献！建築設計業から新ライフスタイルを提案する空き家リノベ事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社都炉美煎本舗 6050001001879 プロダクトミックスの拡充とカフェ事業の展開による新市場開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社岡野印刷 8050002026989 スポーツツーリズムに対応した高付加価値印刷市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 ジョイカルチャー株式会社 6050001001276 ＴＳＵＴＡＹＡ事業を活かして、テイクアウト付きの「ベーカリーブックカフェ」併設と「トレーディングカード」事業への参入！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社みのぷう 9050001046533 最新設備の導入による、高度動物医療サービスの展開と事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワイ・グロウス 2050001017846 お客様に「経験価値」を！ワーケーションもできる温泉リゾート事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 光和産業株式会社 8050001020555 倉庫取得で輸入・通関・保管・運送・納品のワンストップ体制強化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 不二造園土木株式会社 6050001009716 剪定枝のリサイクルセンターの建設による地域のＳＤＧｓへの貢献 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 茨城県 つくば市 茨谷園 当店の強みとコロナ禍で学んだ経験を活かす！「焼き鳥テイクアウト専門店」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 つくば市 有限会社アルミック 5050002020706 カーライフ・レストランとゲストハウスの運営による第三コミュニティの提供 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 高萩市 有限会社鈴木モータース高萩 3050002032125 ＥＶ車の販売・整備サービスと非対面車検実施による事業再構築計画 株式会社フォーバル

関東 茨城県 古河市 有限会社エスワイ・エステート 7050002024449 「心身に個性」を持った幼児・児童向け発達支援事業への進出 税理士法人報徳事務所

関東 茨城県 水戸市 ヨネザワ フリーランス向けシェアサロンとセルフエステによる複合型美容院事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 下妻市 フルハシタイヤ販売株式会社 2050001013408 移動型急速充電ステーション事業への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 自立詩園株式会社 2050001041508 ○ 建設業界特化型３Ｄ測量のための産業用ドローンスクール・練習場

関東 茨城県 稲敷市 長城産業株式会社 2050001025799 ○ 建設業界特化型３Ｄ測量のための産業用ドローンスクール・練習場

関東 茨城県 桜川市 株式会社木口 1050001031724 石材業界の循環型社会への対応と産業廃棄物処理への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 有限会社加島工業 4050002032784 次世代型消防車用プラスチックボディ及びタンク製造への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 サンセットオートカスタム 土浦発！「アメ車屋さん」×ハイブリッドバッテリーでＶ字回復 水戸信用金庫

関東 茨城県 古河市 北進産業株式会社 2050001018530 大型立旋盤の導入による、ＣＴ機器部品製造と医療機器市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸太田市 湊屋商事株式会社 1050001026583 カーボンニュートラルに向けた　災害対応型コインランドリー複合施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 牛久市 株式会社ふれあいリレーションズ 8050001036700 下請受注型経営から脱却、健康食品ＯＥＭメーカーへと業態転換を図る ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社トゥインクルデリバリーサービス 3050001027316 水戸藩焼きそばの開発及びブランディングによるご当地グルメ創出事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 牛久市 中澤鈑金 ＡＳＶ・ＥＶに対応！次世代型ワンストップ自動車整備工場の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社吉川商事 4050001008463 食肉卸売業者による冷凍自販機を活用した地域住民への非対面直販事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 稲敷市 茨城亜鉛工業株式会社 8050001025595 ガス熱源の使用による、鋳鉄めっき製品市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社エーワン 5050001049580 遊休資産を活用し、飼育施設の愛護法改正に対応したペット産業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ファームガーデン株式会社 4050001034476 伐採した茨城産樹木を原料に用いた付加価値の高い薪と珈琲豆の製造販売事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 株式会社日本エナジーコンポーネンツ 8040001046774 真空中型成形機の導入による、ＥＶ部品試作開発市場への参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡河内町 サン建設工業株式会社 3050001025492 地域特性を活かした、干し芋製造販売への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社スリーハート 4050001007812 自社ブランド除菌機能水のグローバル展開及び製造体制の確立 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 アラウンドザワールド有限会社 8060002012204 ダイニングバーからタコスを主力商品とするファストフード事業への新分野展開 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 アインズ株式会社 1060001006139 先端産業に貢献する光学レンズ製造事業への挑戦！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 日光市 ハウストキ 不動産貸付業　シェアハウス　メリリ 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社モルティー 9060001013945 女性の美をトータルサポート！エステの技術を活かした美肌脱毛サロン事業 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 株式会社Ａ－１ 2060001028470 健康機器販売事業者が挑む地域初のパーソナルジムを併設した整骨院の新事業展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社リーラ 4060003002315 遺影撮影をプロのヘアーメイク、トータルコーディネートで毎年記念日に 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ヤブケン 4060002009146 建設業から美容業への挑戦！　成長著しい男性美容業への業種転換 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 日光市 株式会社永井園 1060001009001 観光土産品卸売業のノウハウを活かしたローカルフード小売店運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｄａｎｃｅ　Ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8060001034744 プロジェクションマッピングシステムによるダンスレッスンで世界のダンスを栃木で 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社スティンクス 7060002010745 ＨＡＣＣＰ導入厨房形式によるキッチンカーのバックヤード支援事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 宇都宮市 ジャパンプランナー株式会社 2060001028801 最先端機器を活用した男性美容エステサービス開始による収益向上 塩濱　茂夫

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社ドルセデレーチェ 5060001010021 コミュニティの輪を活用したレンタルスペースサービス提供によるスキル売買市場の支援 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 Ｈ．Ｏ．　ＷＩＴＣＯ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ　Ｃｏ． 国内外顧客に向けた贅沢な民泊体験とアウトドアレジャーの融合 佐野商工会議所

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社ＢＲＩＬＬＥＲ 4060001022447 地域密着の美容室が始める高齢者に安心な脱毛サービス 石田　信行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＩＮＦＯＲＭ 8010701037720 飲食業への多角化で社会的価値創造！アフターコロナの経済活性化に貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 栃木市 有限会社パーソナルホームズ 4060002033063 マンションリノベーション向けの内装窓の製作 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 亀田産業株式会社 2060001001270 ＢＬＥＮＤ　ＡＢＯＵＴ　ＳＤＧＳ　ＥＭＰＡＴＨＹ　ＳＤＧＳへの想いを重ねる拠点を、宇都宮に 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社みしま 2060002020971 家庭でも手軽に当店の味を再現！冷凍商品開発で事業再構築 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 足利市 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 「ＯＲＩＫＯ（オリコ）」～足利銘仙を織って着て帰れる。機織り体験事業～ 足利商工会議所

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社友和環境第三工場 3060001024650 産業廃棄物からセメント原料へのリサイクル事業への挑戦を通じ循環型社会の形成を促進する事業 株式会社常陽銀行
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関東 栃木県 鹿沼市 株式会社いわい生花 8060001010233 皆の心に笑顔の花を咲かせるフラワーヴィレッジ建設プロジェクト 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 小山市 株式会社ホットライン 3060001029955 木材加工業者が樹脂加工業（オーダーメイド型梱包資材）に挑戦する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 Ｔ＆Ｔコーポレーション株式会社 9060001029801 下請け依存の基礎工事を自社で施工することで工事の進捗と納期の厳守 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 足利市 東建産業株式会社 7060001018913 コンテナハウスを活用した住居・オフィス・店舗などの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 栃木県 真岡市 フラワーショップアンシャンテ フラワーショップが地域連携で菓子製造。ＥＣ、テイクアウトと「花のオープンＣａｆé」 真岡信用組合

関東 栃木県 宇都宮市 進優商事有限会社 3060002013017 レジャー志向のボウリング場から健康ボウリング教室とクラブリーグ会員組織化によるボウリング場再生 株式会社東日本銀行

関東 栃木県 下野市 株式会社三鳩 9060001004317 カメラ製造から転換！塗装ノウハウとの融合で建機・自動車分野へ進出！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社竹沢精機 8060001016940 既存技術と新技術のシナジー効果で、航空・宇宙関連事業へ挑戦 栃木信用金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社進恵技研 4060001018701 次世代自動車向けアウター金型への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 夢創ハウジング株式会社 5060001026777 「デジタル×ヘルスケア」ＡＩ　が教える！新しいフィットネスジムで再構築！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 大進産業株式会社 9060001007930 鉄道橋の塗膜剥離工事新規受注に向けた体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社伴工業 2060002020732 新分野展開として「半導体部品製造」等の精密部品加工を開始する。 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社キャッチ・ザ・レインボー 1060001026112 新分野展開：地域需要が高い生活介護事業展開による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ドゥコーポレーション 4060002010871 美容室に併設した非対面型セルフ写真館事業 大塚　伸宏

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社ヒラサワ 9060001014745 多品種少量生産への転換による、デジタル機器関連製品製造装置分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社健康ランド南大門 8060001007122 年間４０万人の集客を誇る温浴施設による、栃木県内で初めてとなる「ブランド和牛・宮崎牛の精肉店」開業計画 株式会社東邦銀行

関東 栃木県 宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合 2060005000599 ＡＩプロセッサーカメラのデータ活用による新事業で、持続可能な“地域コミュニティー型商店街”への脱皮！ 鈴木　寛

関東 栃木県 大田原市 北條光学株式会社 6060001013659 これまでのレンズ加工技術を活かして、難硝材加工（ステッパーレンズ製造）に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社澤本製作所 7060001008600 独自加工技術を以って新分野「航空機ジェットエンジン部品製造事業」参入による事業再構築の実現 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 麺屋ようすけ株式会社 1060001024132 「佐野餃子」で再構築！ジャンボ冷凍餃子で差をつける新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須塩原市三区 有限会社北栃 8060002023969 収集運搬から再生循環へ！地域連携で進める廃棄物の資源化事業 那須信用組合

関東 栃木県 足利市 有限会社ゼンコー製作所 1010702004552 熱硬化性樹脂製品の大型・精密・新素材対応に応える高付加価値金型の製造 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社関研磨工業所 7060002018929 ショットブラスト機による農耕車用部品加工への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社プラザメイト 3060001007985 非接触型！！無人シミュレーションゴルフ施設運営の新体制構築事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社松廼家 2060002008595 急速冷凍を活用した持続可能なサプライチェーンの構築により、新市場での顧客獲得に挑戦！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社サイトハウス足利 6060001019838 新たな需要に対応するための建築用コンテナ製造販売業への進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社 8060001004532 海外・国内ウェディングを対象としたフォトアルバムによる新分野展開 齊藤　祐一

関東 栃木県 足利市 株式会社キッチンストアー 7060001018517 「大手スーパーの小型版」からの脱却。業務用スーパー（ＢｔｏＢ）事業への挑戦。 鴻上まつよ

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ＨＩＫ 7060001021834 大地の恵みを体で感じるイベント型グランコテージ 大田原信用金庫

関東 栃木県 栃木市 有限会社マルトモ食品 1060002033090 法人向け給食弁当を製造するための工場移転と農村レストランの開業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社北関特便 8060002008152 店舗と運送販売であらゆるニーズに応える地域密着型のパン販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社木原鉄工 7060001018046 「オール那須体制」で取り組む一社依存リスクへの対応法について 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 足利市 関東エクストロン商事株式会社 5060001018460 合成樹脂プラスチック加工による機械部品施工範囲の拡大と新たなソリューションの創出を図る新事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社山上建設 2060001028891 中小規模の建設会社に特化した独自ＩＴシステムで建設業界に革命を起こす！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 下野市 有限会社カレーナコスメティック 2060002030599 栃木のいちごを最新冷凍技術で美容スイーツに加工して通年販売！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社セレモニー宝典 5060001005987 ご遺体安置専門ブランドの設立で、故人とのお別れに高付加価値サービスを提供！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社グリーンラボラトリー 9060002013597 農業のイノベーションに貢献するハウス栽培用環境制御装置の製品化 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 大田原市 渡邉酒造株式会社 9060001013177 日本酒蔵が挑戦！地リキュール・麹酒粕ヨーグルトで新分野展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社カードックプラス 6060002011570 Ｗｉｔｈコロナ時代に向けた動画配信サービスのＤＸ化による情報通信産業への参入 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社萩原鉄工所 1060001010578 成長分野への新分野展開とリバースエンジニアリング事業の実現 ひまわり経営サポート株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社トゥーレック 5060003001836 人に環境に優しい衛生用品の製造販売及びエステテックサービスへの業種転換 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社ＰＲＯＰＲＥ 4060001012489 里山の廃棄資源を活用し地産地消の和精油生産を目指す事業 株式会社福島銀行

関東 栃木県 日光市 丸彦製菓株式会社 2060001008539 機能性表示食品「アミノ酸成分ＧＡＢＡ入りげんこつ」の製造販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社フレックス 2060001023018 不動産業の地域資源を活用した介護事業での事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 栃木県 小山市 ブラスト株式会社 2060001024395 コロナ後の在宅勤務需要を捉えた多用途ユニットハウスの製造・販売 株式会社ＤＡＮ

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ユナイテッドファミリー 9060001027152 ＡＩによる最適な施術プラン提案で完全個室のセルフエステ事業 板橋　祐太

関東 栃木県 さくら市 株式会社阿久津工作所 1060001029494 最新の５軸マシニングセンタ導入による、半導体産業への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社関東精工 1060002002723 高精度加工機の導入による空圧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 株式会社トーテック 2060001003102 アウトドアウェア等を取り扱う新しい形態店舗の新規出店 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 日光ジャンボ コロナ禍に対応したｅ－Ｂｉｋｅサイクリングツアー構築 日光商工会議所

関東 栃木県 大田原市 株式会社奈良スポーツ 7060001012890 ｅ－ｂｉｋｅレンタル事業を通じた地域活性化による事業再構築 東　健司

関東 栃木県 芳賀郡益子町 ＩＴＣ株式会社 2010001171358 「益子珈琲ドリーム」事業稼働化計画 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社けんちくや前長 5060001008057 県産木材を使用した耐震パネルの外販による、ＢｔｏＢ事業の展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 陽東タクシー株式会社 1060001004621 社内ＩＴ化により、次世代のタクシー会社へ変身！地域の公共交通機関として貢献！ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 佐野市 ジーンジニーアンドハングリーフリークス、ダディ ＤｔｏＣへの転換に伴う、リブランディグとコンセプトストアの開店 佐野商工会議所

関東 群馬県 太田市 有限会社エイ・ティー・エムオフィス 3070002028253 オリジナルグッズ含む雑貨店及び地域密着型イベント事業の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 桐生市 トキワ製作所 ＧＦＲＰ技術の高度化と初導入の中型成形機による発電機部品への新展開 竹野谷　周久

関東 群馬県 高崎市 株式会社一千乃 6070001006050 アパレル端材を再利用したＳＤＧｓマネキン製造事業に参入 尾亦　周平

関東 群馬県 高崎市 スタジオアクティヴォ コロナ禍の人数制限に対応する新たなエステサロン事業の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 前橋市 エムズフーズ株式会社 2070001005097 Ｗｉｔｈコロナ時代の飲食ニーズを満たす移動ビストロサービス 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社関東フーズ 8070001015297 鮮魚加工のプロが開発する、食卓ですぐに味わえる冷凍魚惣菜の販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 ワイズフードサービス株式会社 1070001025914 コロナ禍でも気軽にテイクアウト　焼き鳥店の手作りベーグルサンド 太田商工会議所

関東 群馬県 沼田市 有限会社建徳 9070002036069 自然乾燥の国産材製造事業への転換による地場工務店への貢献とＬＣＣＭ促進 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社新藤不動産 7070001014993 トレーラーハウスを活用した複合的商業施設「Ｈｅａｒｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ伊勢崎」の新規立ち上げ 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 滝沢興業株式会社 5030001095643 飲食業から廃車や廃電子機器のリユース・リサイクル事業への転換 高松　佑

関東 群馬県 前橋市 かぶら屋ＢＵＮＯＮ アフターコロナに対応、地元食材イタリアンでナチュラルワイン 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 合同会社ｍｏｍｏ 2030003006345 小売業から強みを活かしたキッチンカー事業への進出 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 東和住販株式会社 1070001035525 不動産代理業から省エネの自社ブランド建物売買業に事業転換 三橋　心

関東 群馬県 高崎市 株式会社つかさフードサービス 9070001009496 和食専門店が製造する冷凍弁当事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社群栄美装 7070001001042 地方移住者に、土地から家までワンストップサービスの提供 永田　智彦

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社カッパクラブ 5070002035553 グランピングと貸切湖を使ったアウトドアセット販売による再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 渋川市 敷島電子株式会社 1070001017713 小ロット・多品種の化粧品ＯＥＭ製造事業への進出により経営基盤を強化し地域活性化へ挑戦！ 株式会社ブレークスルー

関東 群馬県 高崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｃｈａｍｏｒｒｏ 理容室の顧客との信頼関係を活用した脱毛サービス分野への展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 ｅｎｅｃｏ株式会社 2070001028585 バイオガス発電プラント事業の食品業界への展開と技術研修サービスの開始 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社トライアンスファクトリー 6070001028136 土地勘のある出身地都市部で、たこ焼きを核にした飲食事業へ挑戦 桐生信用金庫

関東 群馬県 みどり市 株式会社ル・バンブー 9070001026715 オリーブのノウハウを活かした新商品販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 鷹巣会館有限会社 4070002019284 当社独自のフォトサービス事業の展開とＤＸ導入による経営革新 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 びすとろ屋 店舗縮小効率化、もう一つの店舗でお惣菜業兼セントラルキッチン 沼田商工会議所

関東 群馬県 渋川市 株式会社しぶかわ電子 5070001017684 ３Ｄ外観検査機の導入による医療機器分野・自動車部品分野への進出 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 高崎市 マカロニ 県内初！パスタ屋のこだわり冷凍イタリアン開発と無人販売事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 株式会社清水精密 9070001011766 革新的研磨技術の導入によるＥＶ部品の研磨加工工場への業態転換 しののめ信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社ティー・エス・ケー 9070001017185 電気自動車、太陽光発電向けパワーモジュールの製造工場の立ち上げ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＳＥＩＧＡ 3070001029995 廃太陽光パネルのリサイクル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 富岡市 ユウエツ精機株式会社 5070001011976 コア技術とノウハウで半導体製造装置に新分野展開を図る事業再構築計画 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 富岡市 有限会社松村機材 6070002016602 収益力向上のために建材卸売業が挑む新分野進出への１０カ年計画 しののめ信用金庫

関東 群馬県 富岡市 尾高工業株式会社 5070002016090 職人技「左官業」の付加価値を高める取り組みと下請けからの脱却 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 太田市 植木プラスチック株式会社 3070001018742 海外生産１００％を解消する新成形方法確立による農業機械分野への主軸事業参入計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社オトワ楽器 3070001021622 介護・在宅医療での配薬の課題を解決する「在宅調剤専門薬局」による事業再構築 館林商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社オフィス・アルカディア 1070002018636 ナイトクラブから、ひとりで安全なシミュレーションゴルフに展開 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社豊則製作所 5070002019424 成長市場である車載電装品のインサート成形金型事業へ業態転換 株式会社やまと経営

関東 群馬県 安中市 有限会社パワーシステム 9070002015849 設備工事業から水処理プラントで使用される金属製品の製造事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社日栄ビル建装 9070002030385 地元からのニーズに応える重度障がい者支援施設運営事業 りそな総合研究所株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社堀越製作所 5070001008361 海運船舶用省エネ機器製造事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社黒沢レース 5070001019177 機能性・デザイン性を付加したレースカーテン製造の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社一藤 1070001028181 超高齢化社会における健康寿命の延伸に貢献する「介護予防に特化したフィットネスサービス」 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 ＭＡＧ　ＮＥＴ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 3070001012828 まちなか活性化！プライベート空間で練習できるシミュレーションゴルフ事業 日本クレアス税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社行田製作所 1070002016160 半導体や電子基板関連分野への参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社岩﨑製作所 4070001011639 超低硬度純銅材切削技術の確立による送配電線インフラ産業への進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 新進物産株式会社 8070001031708 地域資源を活用したバームクーヘンの工房の新設による製造販売への新分野展開 コンサルサポートハウス株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社池田製作所 2070001018677 自動車部品メーカーが半導体関連事業に進出し生き残りをかける！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社ついひじ製作所 5070002030075 新たなビジネスモデル・サービス対応アッセンブルライン強化事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社オリエンタルジャパン 6070001004723 人材派遣・芸能部の強みを生かした越境ＥＣ販売支援事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 有限会社沼北自動車 8070002035022 ロードサービス事業「沼北レッカー」立上げによる新分野展開 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社光精機 1070001036985 設備導入による半導体製造装置向けの部品加工市場への新分野展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 アサヒカダイ ホテル用ベッド市場への進出に向けた溶接工程の自動化および高速化 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 沼田市 株式会社春原ハウジング 2070001022951 地方の空き家増加、過疎化を止める！在来工法住宅リノベーションによる移住顧客獲得計画 北群馬信用金庫

関東 群馬県 前橋市 日新産業株式会社 7070001002478 ダンボール梱包材の美粧化により活発化している食品市場へ新分野展開する事業で再構築に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社ＯＮＥＮＥＳＳ 4070001035051 特定整備制度の認証を受け、分解整備及び電子制御装置整備事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社齊和工務店 1070002029286 地域発「リノベーション×ＶＲ」バーチャルショールームの開設に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 新栄工業株式会社 6070001011760 ＥＶ車部品の高効率生産体制の構築による新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社タカハシ乳業 8070001002015 牛乳の固定概念を覆す「冷凍牛乳」の製造販売事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 藤岡市 日栄工業株式会社 1070001012540 リチウムイオンバッテリーに使用する電極材部品製造の新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社ヨコオデイリーフーズ 4070001011985 新分野展開。こんにゃく加工品の商品開発及び販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社新井製作所 1070001005866 高品質で低廉な家電用合成樹脂製品の多品種少量生産による即納販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社大河原製作所 3070001010427 創業７０年の金属加工業者が独自の加工技術を活かし、新たにキャンプ用品の製造メーカーとなる 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社国府テクノ 6070001009433 地域住民の『衣』と『住』を支える訪問型洗濯代行業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 Ｊ’ｓＣＲＥＡＴＩＯＮ株式会社 8070001027227 既存飲食業から自社オリジナル商品の製造および卸販売事業の開始 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社金井シャーリング 9070002028677 薄板板金加工業から半導体製造装置向けの製缶業への転換 アイオー信用金庫 株式会社アマダリース

関東 群馬県 桐生市 株式会社Ｇ－Ｌｉｎｋ 9070001030122 ＥＶ充電設備を備え非対面販売に対応した自動車買取専門店のＦＣ運営 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーケーホーム 7070001025727 コンテナハウスを活用した無人店舗販売による非対面型販売の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 有限会社矢嶋自動車ボデー 3070002016695 地域初の【エーミングセンター】兼【高度救車センター】の開設 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社町田工業 8070001008400 材料廃棄ゼロを実現したヘッドライト製造に新規参入し売上高拡大 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 合同会社ほっと・Ｋ－９ 9070003003266 高齢者デイサービスから障がい者グループホームへの事業転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社クワドリ・フォリオ 9070001022664 アナログの温もりをデジタルで管理！入浴特化型通所介護施設「デイ銭湯（仮称）」 税理士法人真下会計事務所

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社吾石 1070001023637 天然砂に代わる砕砂製造分野へと進出し国土強靭化に貢献する 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エフエーシステム 9070001014678 高精度かつ低価格な自動車部品の３Ｄスキャン及びデータ化サービス 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社優陽 2070001027827 シニア・職員、そして、地域住民が求めるパン屋への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社Ｐ＆Ｃ尾瀬 6070001023459 冬季未踏、冬の尾瀬（アヤメ平）を観るツアーを展開 利根郡信用金庫

関東 群馬県 渋川市 ブライトン株式会社 1070001025690 ゴルフ場に隣接する遊休地を活用したグランピング事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社和功工業 3070002007967 新技術による「はつり」専門事業でコロナ禍での大幅売上減からＶ字回復 税理士法人古賀会計合同事務所

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｔ－ＢＲＯＵＤ 7070001036014 シミュレーションゴルフ練習場の新規開設による業種転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 三進工業株式会社 6070001007024 難加工プラスチック製品の新たな工法を確立し新分野に挑戦する しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社サトウ板金 3070001027140 建築板金業から宿泊業への事業転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 安中市 株式会社ＬＵＣ 7070001010134 新製品【Ｌｉ電池】ｘ【防爆倉庫】の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 Ｒｅｄ　Ｒｅ　Ｂｏｒｎ 非接触型セルフエステサロン 館林商工会議所

関東 群馬県 渋川市 有限会社工藤塗装工業 3070002026166 垂直多関節ロボットと塗装ブース導入による、ＥＶ（電気自動車）向け製品量産化への挑戦 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 渋川市 うぶかた 自社開発したこんにゃく粉入りヘルシー麺による製麺卸事業への挑戦 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 シルクロード株式会社 6070001011769 群馬の地元素材を生かしたスイーツ＆イタリアン専門店開店による新分野展開 森藤　啓治郎

関東 群馬県 佐波郡玉村町 有限会社巽社 9070002020832 北関東地区初！フルカラー３Ｄ造形への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社メディアリンク 2070001021219 最新式包餡機を活用した少人数でのフルーツ大福製造事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 株式会社一倉製作所 6070001018070 環境配慮型プラスチック生産への業態転換による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 有限会社小池 9070002034774 「大手スーパーの縮小版」からの脱却。業務用スーパー（ＢｔｏＢ）事業への挑戦。 鴻上まつよ

関東 群馬県 桐生市 Ｑ３’ｓ．デザインオフィス 古民家活用による人と地域、人と人を繋ぐ事業展開 桐生商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 オリオン精工株式会社 9070001018951 高精度加工技術を活かしたＥＶ車両向けブレーキパッド金型生産への挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 小島屋旅館 老舗旅館の美味しいパン作りによる新事業展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 群馬精工株式会社 2070001000916 新型ロードバイク用鍛造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 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社天照 5070001033450 大自然の中で田舎暮らしを体験できる古民家の一棟貸しゲストハウスを運営し、地域経済に貢献する。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 富士エンヂニアリング株式会社 9070001020057 ＥＶバッテリー用冷却シート製造設備の高品質／短納期対応の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社キャリアップ 5070001028987 人間工学に基づいた実用性ある杖の産学官開発及び販売 松田　吉巨

関東 群馬県 みどり市 有限会社フロンティア 9070002024627 シミュレーション体験による新たなゴルフ用品販売事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 割鮮　たけ花 日本料理店から会員制バルの新規展開による経営体制の再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社山岸製作所 8070001008631 高精度加工装置を使用した超精密監視カメラ業界への新規参入計画 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 有限会社高崎保安機材 6070002010704 イベント分野向けの新塗装設備による品質・生産性向上と顧客開拓 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社三山産業 4070002014021 ユーザニーズに対応する研削工具生産体制の確立による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 浅間高原ホテル 自然体験できる日帰り温泉付キャンプ場経営による新分野展開 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社銀星社印刷所 6070001006595 最先端業務システムによる効率化と中小企業向け新パッケージ提供事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社デリシャスライン 6070001017080 要介護者のふとん・衣類・靴洗濯サービス開始による新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社クレセール 3070001032999 最先端スマートハウスの提供を柱としたトータルライフサポート事業への転換 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＺＥＳＴ 3070001026051 人生１００年時代を生き抜く為の、健康維持＆障害予防特化型フィットネスジム事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 安中市 ビジネスホテル宝泉 ビジネスホテルがペット需要を取り込んだ新事業展開で販路開拓 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 テラテクニカル株式会社 5070001028062 既存倉庫を活用した大型ドローン練習施設運営による事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 館林市 有限会社竹井金属工業 6070002033572 ５軸・４軸マシニングで新たな社会ニーズに応え、ヒートシンクで日本の電機製品を支える新事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 林工業株式会社 5070001008097 ＤＸ活用による工程改革により超短納期対応工程の確立 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社グンエイ 6070001013889 航空機部品製造で培った技術を活かした防災関連部品製造への挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社景勝軒 5070001015473 おうちで景勝軒の味を！冷凍食品の製造と多チャンネルによる販売展開 株式会社栃木銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社ジェイ・トゥー 2020001081886 積層ＰＬＡフィラメントによる次世代ＬＥＤサイン製造事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 群馬県 沼田市 阿部土建株式会社 5070001022817 ＤＸ時代の建設業に向けてＩＣＴ施工技術の体制を再構築する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社ＶＥＲＴＲＥＫ 4070001037972 大絶景の一棟貸スタジオ付きワーケーションコテージの運営 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 高崎市 株式会社アサヒ商会 3070001006078 オフィス用品納品業からＤＸに対応した「ワークスタイル提案業」への転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社原澤自動車鈑金塗装 6070001025323 自動車鈑金塗装業の強みと機会を活用した水性塗料整備特化型事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社大藤製作所 7070002019249 医療機器分野へ新規展開を行うため、高効率生産体制の構築と高度な品質管理の確立 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社星野ブルドーザ開発 8070001023069 ＤＸ時代の建設業に向けてＩＣＴ施工技術の体制を再構築する。 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 井上総建有限会社 9070002035351 最新３Ｄシステム導入したＩＣＴ施工体制を再構築し、　生産性を向上する 株式会社東和銀行

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 エルテック株式会社 9070001020362 独自の無菌室、冷熱管理システムによる菌床ブロック製造事業への進出 内藤　義光

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＦＭ桐生 2070001017150 デジタルオーディオコンテンツ市場への新広告サービスの提供事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ノグチ 7070001031717 ファイバ－レーザーを活用した天井クレーン製造事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社キサラギシステム 6070002007485 食品分野への新規参入による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 原町新聞販売所 移動型忍者ミュージアム造成事業 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社たくぞうカンパニー 2030001103400 現有の経営資源を最大活用し、地域に根差した焼肉店の開業 中島　由雅

関東 埼玉県 深谷市 有限会社アルテックトーヨー住器 5030002116191 高齢者などが安心して生活できるリフォーム事業への新分野展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 田嶋板金工業株式会社 5030001131209 脱炭素にも貢献するセミオーダー型板金加工事業の立上 西河　豊

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社戦極ＭＣ 4030001112275 ラップイベント運営の知見で放課後等デイサービスへ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 春日部市 Ｖｉｃｔｏｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 6030003005946 春日部からグローバル人材輩出！英語で行うカルチャースクール 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社オオタニ 7030001042321 業界初！木のみで作った商品棚でプラスチック削減に貢献、ＳＤＧｓ対応で高付加価値化 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 所沢市 東京ドルチェ合同会社 8030003014904 コロナ禍の飲食事情を踏まえ新たなテイクアウト商品への業種転換 所沢商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 ＣＡＲＡＴ合同会社 1030003014365 多様なニーズに応える非接触型セルフエステサロンへの大胆な転換 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 鴻巣市 株式会社日健協サービス 5030001062189 内側からも外側からもキレイな女性を増やすスキンケア市場参入計画 北田　健太

関東 埼玉県 川越市 有限会社エルケイ・エンタープライズ 8030002079097 産地との関係を生かしたセイロン紅茶専門ＥＣショップ事業 坂本　真人

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 オートアシスタ株式会社 3011801028829 トラック用エアロパーツ製造事業 高山　和子

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ベア・フルーツ 4030001015230 子供の夢を応援する塾事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 草加市 株式会社新誠工業 5030001128873 キッチンカーレンタル業 高山　和子

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ネクスト・セーコー 6030001121019 地元への恩返しと京都の観光・宿泊産業を通じた国内復興支援事業 宮城　洋平

関東 埼玉県 三郷市 株式会社千代田 6030001044401 【児童発達支援及び放課後等デイサービスへの新分野展開】 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 埼玉県 加須市 有限会社いし化成工業 3030002040914 特殊ナイロンの成形精度の高度化による難燃製品の新規展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 株式会社キューブコンサルティング 8030001033947 相続問題をオンラインで解決する事業の運営 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社シバトモ 8030001109219 体験型店舗での建物クリーニング事業による顧客満足と元請受注増 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社アイテックス 3030001093715 車両等へのフィルム施工サービスに向けた業態転換計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 モーリ美容室 地域密着の老舗美容室による、高齢化地域における医療機関と提携した育毛促進事業 増田　考邦

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ワイズダイニング 9030001112428 セントラルキッチンの創設による新商品開発と中食需要の獲得 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 蓮田市 吉岡愛美 食物アレルギー対応の美味しいケーキを移動式キッチンカー×ＥＣ　サイトで販売する 長谷　有希央

関東 埼玉県 新座市 ＣＯＳＴＡ 冷凍調理食品製造販売の為の新設備導入とＥＣ販売への新分野展開 所沢商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 株式会社サンピラー 8030001105408 今後の成長に向けたドローン活用サービス戦略 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社デップス 4030001005545 地域高齢者の心身を健康にする次世代型健康サロンの開業・運営 ゆあすけっと合同会社

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社Ｓｏｕｎｄ　Ｄｒｉｖｅ 8030001043905 自社アニメソングシンガー育成によるアニメ番組と直接タイアップした楽曲制作及び販売、自社ブランド力強化。 株式会社セームページ

関東 埼玉県 さいたま市南区 合同会社ＯＨＡＮＡ 6030003006795 リゾートインテリアに特化した雑貨小売業への進出 宮城　洋平

関東 埼玉県 川越市 エコ・メタル株式会社 7030001098561 建設廃材の再資源化に向けて、川越事業所の効率アップのための設備投資 平光　史明

関東 埼玉県 日高市 有限会社ムンクマークス 9030002121015 理美容業、飲食、物販を組み合わせた総合ビューティーサロンの展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社セーフティ・プロ 5030001015527 蓄積情報のデータベース構築による反社チェック対策事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社５８ホールディングス 8010401151549 川口市に住む健康志向の若年層女性向けイートインサービスの提供 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 ボーダーケータリング 失ったイベント出店売上を珈琲の体験型ショップで取り戻す事業 春日部商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ａｌｆｏｎｔｅ 8030001123830 東京都練馬区を中心とした相談支援及び計画相談事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 越谷市 有限会社千石家 7030002086722 大型犬の美容と健康をケアするトリミングサロン事業 小沢　英司

関東 埼玉県 川口市 アサヒホーム株式会社 3030001080291 工事店から製造販売業へ。工務店が目指すこれからの環境づくり 川口商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ｎｅｏ 5011501020704 まつ毛エクステ専業の美容業からＬＥＤ脱毛のエステテック業への新分野展開 株式会社ステラコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社リンクス・ホリ 1030001033672 新工法の組立式和茶室及びオンライン見積りシステムの開発と販売 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社０８ 1030001134867 焼き鳥屋一本からテイクアウトや外庭を活用した新分野で市場機会を掴む 川越商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社大正屋本店 8030002113649 地元密着の酒販売業から地域の皆さんの要望に応え得る「学校用品販売」事業への新事業展開 ＭＭＧ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社一色 6030001012424 老舗ホルモン卸専門店の新規販売チャネル事業への転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社マテリアルワールド 9030001092001 石材・セラミックタイルの加工事業から建築接合資材の金物製造事業へ大胆に転換 株式会社匠コンサルティング

関東 埼玉県 秩父市 合同会社ティーボックス 7120003012627 対面型プログラミング教室のオンライン対応による全国展開計画 井上大輔

関東 埼玉県 越谷市 株式会社サンエープランニング 1030001084253 キッチンカーによる本格窯焼きピザとホットドッグの移動販売 税理士法人タックス・ブレーン

関東 埼玉県 草加市 株式会社エーエムプランニング 2030001040825 ただ服を縫うだけじゃない、新分野を展開し下請け企業からの脱却を目指す 草加商工会議所

関東 埼玉県 行田市 小川工業株式会社 6030001086732 高性能ＺＥＨ住宅の展開による快適な住環境の提供 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川越市 合同会社オンド 9030003013335 シェアスペースを備えた地域密着型ワンストップ創業支援拠点の計画 川越商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社輪 8030001050546 ＢｔｏＢからＣへ　住宅ライフプランと地域価値向上 みその税理士法人

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社ＭＫヴィジョン 5030001111854 コロナに対応した結婚相談所サービスの開始による商圏・顧客網の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 埼玉県 熊谷市 ＳＮＡＣＫ　ＬＩＮＯ ＦＣを利用した接客業女性向けアロマサロンでの事業拡大 安田　史朗

関東 埼玉県 川口市 ＬＵＣＫＹ　ＬＩＧＨＴＺ　Ｘ合同会社 9030003010324 熟成魚による屋台鮨ケータリングサービスの開始 山部　浩平

関東 埼玉県 草加市 株式会社埼玉車輌 5030001034964 ３Ｄレーザースキャナー等によるＩＣＴ化起工測量の体制を再構築する 東京東信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＪＹＳ 3030001083559 エレベーターのリニューアル工事に伴う産業廃棄物収集運搬事業への進出 青木信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 セブンスヘブン 日本初！４０代子持ち男女がごきげんに婚活できるインプロプロジェクト 岩井　久典

関東 埼玉県 熊谷市 Ｐｉａ　ｃｅｒｅ メイドカフェ「めもわーる」の秋葉原のようなサブカルチャーの発信拠点化 吉田　宙

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社マジマ 5030002114716 高品質で低廉なＥＶモーター用の精密加工部品を製造する新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市北区 ポーライト株式会社 6030001007696 粉末冶金法による水電解装置用インターコネクタの開発・製造 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社芥子屋四郎 6030001001856 新製法導入と工程改革によるからし事業の再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社小山金属 7030001107900 粉体塗装自動ラインの導入による建築金物業界の脱炭素化への貢献 中村　誠

関東 埼玉県 春日部市 ナガシマ工芸株式会社 6030001051769 自動車塗装事業から電気自動車向け省力スイッチ事業への挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 ＢＥＡＣＯＮ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9030001111446 モデルハウスを梃に、環境建築で「カーボンニュートラル」を実現 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社タウ 4030001005124 九州エリア　自動車解体および鈑金・整備工場建設プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社エス・エル・シー 3030001087320 高所作業車等の特殊車両のＥＶ化を支えるハイテン材供給のサプライチェーン構築 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 深谷市 ＪＡＰＡＮ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ株式会社 2030001139205 減農薬・有機野菜を使った野菜加工品新事業 補助金活用支援会合同会社

関東 埼玉県 草加市 大和化成工業株式会社 9030001036437 セルロースナノファイバーを使った循環型社会に貢献する砥石の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 入間市 吉岡製油有限会社 6030002036117 廃棄物より油脂を抽出してカーボンニュートラルの実現を目指す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社リトルバード 5030001053535 ブルーベリー類の果樹栽培と６次産業化 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社ウラノ 7030001060471 食用コオロギの高効率・スマート養殖システムの構築及び商品開発 株式会社十八親和銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社アクセス 7030001063128 ＥＶステーション化に向けた専用整備体制の構築 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 志木市 合同会社龍太郎 7030003013493 飲食店舗専用の高機能換気設備によるＡＩ機能搭載ＥＣサイトシステム開発 株式会社キクチカラ

関東 埼玉県 志木市 株式会社ハピネス・ワン 3030001097360 次世代冷凍技術により、地産のオリジナル米料理を全国へ展開 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 埼玉県 川口市 株式会社リョウケ 4030001077873 ３Ｄプリンター導入で金型製作を内製化し、新製品を次々と開発 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ボンドール 6030001007655 コロナ時代の消費者ニーズに対応したマカロンの外部店舗展開 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社白百合クリーニング 4030001028273 介護施設入所者の洗濯需要を取り込み、新たな収益確保を図る新事業 市川　信之

関東 埼玉県 川越市 やぎ鍼灸接骨院 機能診断の知見を活かした短時間集中型トレーニングジムの開設 佐々木　晴明
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関東 埼玉県 加須市 株式会社バンプ 5030001033603 障がい者教育経験を活かし、ｅスポーツを取入れ、居場所機能を充実させた「就労継続支援Ｂ型」を開設し地域社会に貢献する 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社ヒューマンサプライ 9030001069585 スマートデバイスを使った社会課題の解決と、より良い暮らしを提供する事業 税理士法人むさしの会計

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社第一花壇 4030001005140 菊のサプライチェーンを強化し、国内に安定供給をもたらす 山部　浩平

関東 埼玉県 桶川市 Ｇｌｏｒｙ　ｈａｉｒ 高齢者のＱＯＬの向上に貢献する”移動式理容店”巡回派遣事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 クェスタ株式会社 1010701026077 「介護現場向けＡＩ徘徊検知システム事業」による事業再構築 山田　盛史

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社エイユー工業 1030001056905 食品産業の工場ラインにおける産業廃棄物削減用の高速破砕分離機の製造・販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 ＤＲＥＡＭ 春日部の街を健康に！非対面型ジムスペース提供サービス 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 株式会社荒川瀧石 7030001090642 高齢化世帯の個別宅配網を活用した「高齢者向け地域限定宅配事業」 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 春日部市 ｓｌｏｗ 装飾業の事業者がキャンプ場を作りフォトジェニックな空間を生み出す 福田　虎大郎

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社岡電設 1030001122509 コロナ禍の非接触型移動を「電気」で支える自動車整備業への挑戦 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ちっきん 7030001015351 飲食事業店舗網の地域基盤を活かした駅前インドアゴルフ場経営 坪井　豊明

関東 埼玉県 熊谷市 第一機械株式会社 9011501007276 三次元測定機の導入と品質保証体制充実で半導体製造装置分野へ新展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 比企郡滑川町 有限会社宮一技工 8030002098205 埼玉県の伝統の味・食文化を継承し、コロナ禍でも求められる料理店へ！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 河野泰朋 西国分寺駅直結！心と身体のヘルスケアに特化した複合施設で地域を元気に！！ 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

関東 埼玉県 東松山市 月見や エンタメライブで「楽」と「食」のシナジー効果を実現する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社ＮＯＫＡＯＩ 5030002019139 日本の赤提灯の象徴、小規模焼鳥店を支える生鳥業への進出 小原　恭子

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＥＰＭ 8030001115571 コロナ禍でも求められる地域密着型の食の提供を実現する。 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社金子製作所 4030001017788 新たなレーザー溶接システム生産技術導入による複雑形状医療機器部品事業への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 深谷市 株式会社アトリエ・ツトムカワタ 4030001089126 蔵のリノベーションと新築による農民家スタイルの宿泊事業の展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 太平洋航業株式会社 2030001075821 ＩＣＴ測量技術の導入による起工測量事業分野への進出事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 関東精工株式会社 8030001091986 ロボット生産システムによるパンデミック対応生産プロセスの構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社睦モーターズ 2030001085267 カフェと自動車整備工場のコラボレーション みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 日高市 株式会社ネクサス 6030001124269 テレワーカー向け飲食店の運営を通じた障害者の社会復帰支援事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 行田市 有限会社三山化成工業 4030002117785 成形技術の強化と最適な設備を活用した介護分野製品への新展開 竹野谷　周久

関東 埼玉県 白岡市 株式会社徹工業 1030001034010 生産設備刷新によるＩｏＴ技術発展を担う基地局部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 株式会社リステムネットワーク 6030001072105 異業種への挑戦！廃プラの再資源化ビジネスで業績をＶ字回復へ 森本　晃弘

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社協新製作所 2030001058504 金属加工業から精密技術を活用したレンズユニットメーカーへの業態転換 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 三信ステンレス工業株式会社 8030001003207 教育施設向けサッシ建材事業の構築 巣鴨信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 北本市 株式会社インテリア菅原 6030001062535 内装屋の強みと経験を活かし葬儀用製品製造、ペット火葬へ参入プロジェクト 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社サンアイ 4030001045673 急速冷凍庫を活用した新商品開発で高齢者向け、ＥＣサイト向け加工品の販売事業 佐藤　奈穂里

関東 埼玉県 草加市 株式会社コジマ 5030001039253 建築関係事業からＤＩＹ事業への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 三郷市 白石運輸株式会社 6030001036753 保有する運送車両の整備ノウハウを商品化した自動車整備事業への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社協伸ハイテック 7030001074546 高剛性・高気密製品の高精度成形型加工による新規市場参入 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 越谷市 誠信実業株式会社 2040001034636 特定技能登録支援機関 飯塚　伸之

関東 埼玉県 三郷市 ＭＣＰ株式会社 4030001037035 オーガニックさつまいもを活用した高品質な干し芋加工事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ 5030001015015 焼肉店から発信する地域住民の健康支援への取組み　―ノーマライゼーションの実現を目指して― シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 蓮田市 中野金属株式会社 2030001018466 線材製品メーカーの強みを活かしたニッチ市場参入 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 戸田市 サンクジャパン株式会社 6010001109619 ＳＤＧｓ体験型ショールーム兼古着の無人販売により、家主と新たにビジネスを始める方々の架け橋となり、地域活性化に寄与する 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 日高市 六反機械株式会社 9030001090599 新工場建設で挑むＥＶ産業・航空宇宙産業等の成長産業からの受注拡大 横浜信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社アジアホールディングス 5030001059664 グループ総力戦で臨む自動車整備＆カーリノベーション事業への進出 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社ふくち金型製作所 4030002114089 医療機器向けカメラ部品用金型製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 川口市 元郷塗装工業株式会社 5030001077518 環境配慮型の省エネ設備導入によりμレベルの塗装品質を確保する 株式会社阿波銀行

関東 埼玉県 上尾市 株式会社リハビリホーム一歩 9030001044316 障がいの有無に関わらず共生する、多世代複合施設での重症児デイサービス 柿原　夏樹

関東 埼玉県 所沢市 株式会社マスダックマシナリー 9030001024284 デジタルマーケティングを通じた食品サービス事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社シーズバンク 4010601029598 全国でも珍しいオリジナルビール製作拠点としての飲食店経営で、新たな収益の軸を確立 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 川口市 株式会社イシクラ 1030001073719 卒業アルバムの直接受注体制構築による思い切った業態転換 井之川　宗弘

関東 埼玉県 和光市 みはし株式会社 1030001046864 最新設備による生産性向上と業界唯一の超大型装飾部材の製造・販売 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社シーアイ工業 8030001024236 宇宙空間用観測装置への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章 ＪＡ三井リース株式会社

関東 埼玉県 川越市 学校法人あそか幼稚園 9030005008564 地域の子育て世帯のニーズを満たすＩＣＴ技術活用認定こども園の開設 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社Ｄａｒａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 2030001118480 飲食業（カフェ）から洋菓子の小売業へ業種転換 合同会社岩元事務所

関東 埼玉県 戸田市 株式会社さくらいふ 3030001104439 フルタイムで働く親や教育熱心な親に対する３～５歳に向けの認可外保育事業 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ＡＸＡ 9030001119695 エモーショナルで特別な空間を提供する高級焼肉店への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 八潮市 株式会社豊精機 4030001038900 切断工程の自動化に挑戦　産業ロボット・医療機器分野への大胆な業態転換 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 戸田市 有限会社岡村製作所 5030002023917 治具製作事業から、高付加価値な金型試作品製造事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 加須市 丸栄食品有限会社 8030002041437 ミニスーパーをテイクアウト専門店に転換し、高齢者生活支援サービスに参入。 白川　淳一

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社大輪自動車工業 6030001016243 特殊塗装工程等の設置による自動車・バイク愛好家向け新事業の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 高野製作所 強みを活かした医薬品関連大型部品加工参入事業 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 株式会社エル．エス．シー 5030001117496 観光需要特化型肉専門店プロデュース・ＢＢＱ宅配も出来る製造販売事業 坪井　亮

関東 埼玉県 比企郡小川町 株式会社ＳＥＮＳＥ 6030001071981 地域の健康拠点となるフィットネス＆パーソナルジム事業再構築 小松原　史雄

関東 埼玉県 志木市 株式会社Ｍａｓｔｅｒ　ＣｒａｆｔｓｍａｎＳ 9030001118607 職人技術と建築資材を確保するために製造業へ進出する事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 深谷市 株式会社ＬＲＪ 6030001122074 ひげ脱毛を中心とした男性向け美容サービスの展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社ＳＥＮＳＥ 1030001129181 中古車をカスタムしたキャンプ仕様車の製造販売				 塩津　友輝

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ケーユートランスポート 8030001036652 運送物流業界の人手不足に貢献する事業用自動車の軽整備への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 ワイズメタル株式会社 1030001077777 幅広い素材ストックを活用した食品、医療機器用板金部品への事業拡大 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 川口市 武田エンジニアリング株式会社 9030001079840 発電業界・製薬業界産業装置向け高精度ロータリージョイントの新たな生産方法の確立 川口信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 有限会社三矢鋼業 8030002047921 ハイブリッド異形管成形ライン導入によるステンレス加工領域への再構築 小櫃　義徳

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＹＯＳＨＩＭＩ 4030001059120 最先端ロボット導入による生産性向上と農業機械関連製品市場への参入 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社エフ広芸 2030001063669 ＮＦＴアートのオフライン展示とオンラインレンタルに取り組む新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ジャンブラット工芸 8030001102025 家具の分野で日本一を目指す！２次元から３次元加工への新分野展開 根本　義之

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ 8030001146641 ロードサービス業から自動車修理・車検業への新分野展開、ＡＳＶへの対応と万全のアフターサービスを実現する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社つぼい金型彫刻 3030002009075 金型鏡面加工技術を活用した、新事業分野進出事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父市 有限会社旭日 7030002121446 砕石業を買収し、建設骨材メーカーになる 株式会社ケーエフエス

関東 埼玉県 草加市 株式会社シマダ電気設備 6030001038840 国産大豆を使用した高品質の豆乳を製造し、飲食店向けに販売 レンタルＥＣ株式会社

関東 埼玉県 川口市 ＩＲＯＨＡ株式会社 8030001083414 弁当製造販売事業を活用したオフィスワーカー向け洗濯代行業の展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社アシスト 6030002055414 認証自動車整備工場で商用車を総合的にアシストする新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 川口市 株式会社ライフタイム 8030001081822 通所介護施設の業態転換によるサービスの高付加価値化と商圏拡大 北村　浩幸

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社キズナホールディングス 3030001117787 浦和地域に密着した高級食パンブランドのベーカリー＆カフェ事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 川越市 ラクナ油脂株式会社 6011601007278 セル型生産方式による主要都市近郊型のミニリネンサプライ事業 株式会社りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社アサイラム 8030001040621 ドッグラン・ドッグブリーダー運営で犬の健康をフルサポートする事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 上尾市 株式会社シンプランニング 7030001063251 大宮公園船遊池における貸しボートの復活をベースとした賑わい創出事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社カンノ 8030001065602 中華麺製造メーカーによる餃子の皮製造事業への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社ミナミ精機 7030001056593 手作業工程の自動化による圧倒的短納期生産体制を整備する大胆な業態転換事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 白岡市 株式会社Ｂｏｎｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 7030001093901 児童発達支援・放課後等デイサービスによる事業再構築 井上大輔

関東 埼玉県 新座市 一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー 2030005015690 最新ＭＲ技術を活用したレンタルサービスによるプロデュース事業 梅川　貢一郎
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関東 埼玉県 熊谷市 有限会社根岸製作所 2030002113943 半導体製造装置用高精度大型部品の加工に技術の強みを活かして取り組む事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社放電加工センター 5030001024998 省人化生産と大型／厚板放電加工受託サービスによる業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 草加市 有限会社恒川製作所 6011502009811 ポストコロナ時代の新ニーズに対応！大胆な業態転換による大型研削盤開発事業 石山　賢

関東 埼玉県 新座市 株式会社アドバンス・マザー・ファクトリー 5030001050573 試作品製造の産業用・車両用・ドローン用量産旋盤事業への展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 上尾市 合資会社小島自動車ガラス 7030003002125 自動車のフロントガラス販売会社が「自動運転システムの整備業」に挑戦 青木信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 有限会社セキネ 6030002096004 電気自動車・医療機器向け部品の複合加工に特化する業態転換事業 石山　賢

関東 埼玉県 春日部市 山大軒 中華料理店のノウハウ活用！中華料理用の肉に特化した小売・卸売事業 株式会社令和コンサルティング

関東 埼玉県 鴻巣市 サークルツー食品株式会社 9030001061641 冷凍ミールキットの製造販売事業 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 羽生市 株式会社鈴木ダイカスト製作所 4030001033843 ダイカスト業の機能的柔軟性によるカメラ分野展開と危機脱出計画 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 和光市 株式会社オリオン 9030001046642 「作品保護」にこだわった独自ペーパーフレーム生産技術の開発による新事業への進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 ヴィラフロンティア合同会社 5030003014659 アフターコロナを見据えた既存店舗での新規サービス「脱毛サロン」の導入 株式会社セームページ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 ベストプランナー合同会社 8030003002058 地域活性型ビジネスＳＮＳ『Ｉ＇ｔＨＥＲＯ（イッツヒーロー）』の構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 深谷市 日本アイディーシステム株式会社 6030001088753 ニーズの高いバリ取りロボット構築により製造販売する新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ティー・ワーク 7030001106456 外構工事で培ったコーディネート提案力を活かした不動産仲介サービスへの進出 漆間　聡子

関東 埼玉県 久喜市 株式会社山竹 2030001030925 温泉活用による活ウニ等の６次産業化と既存温泉施設の付加価値向上 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 青い熊歯科診療所 高度在宅診療をスタートして他院と差別化し、事業再構築を実現する。 岡田　信夫

関東 埼玉県 吉川市 株式会社川上工業 2030001084327 マンション・ビル向けドアから大規模公共施設向け防音ドア製作事業への新分野転換 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社三協製作所 1030001013476 スマートショッピングカート台車の製造独自事業による新分野展開 経営創研株式会社

関東 埼玉県 入間市 株式会社トコウ 3030001090373 多品種少量の金属塗装から、ロボット化による量産の樹脂塗装へのチャレンジ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社中村牧場 6030002113881 飲食店に行かずとも、おうちでプチ贅沢を！直販店で付加価値の高い豚肉を販売し、ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ事業を拡大する。 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社クリーニングタジマ 1030002115024 ２４時間家庭洗濯をフルサポートする新ビジネスモデルの構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社小杉設美 2030001068585 サンプル検査と最新機械導入によるアスベスト調査業務の全国展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 合同会社家事代行社 7030003010136 介護業者向け成功報酬型ワークシェアリングプラットフォームの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社浦和製作所 9030001000863 難削材の超精密加工技術確立による医療機器市場への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 アヤナプロパティ株式会社 7030003007702 プライベートサウナ付き　代官山フィットネスジム ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社山田人形店 1030002021908 ひな人形、５月人形の製造メーカーが小売事業に新規参入する 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 日欣商事株式会社 8011401018408 地域福祉貢献を見据えた放課後等デイサービス事業への新規参入 川口商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社サンアイホーム 8030001085600 中高年層（４０代以上）に総合プロデュースで応える分譲事業の住宅販売プロジェクト 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社空間計画 5030001050136 川上工程への事業展開でコストを利益に変える事業の再構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 宮園電子株式会社 2030001056235 オゾン発生装置の開発事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 新座市 株式会社フィアロコーポレーション 6030001046125 日本初、次世代車両開発プロセスに最先端バーチャルプロダクションシステムを導入 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社シーキャビン 9030001101926 レストランへ行く気分で！その食事をお届けします。 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 行田市 北埼ダンボール工業株式会社 2030001087180 ｅスポーツやゲームイベント向けデジタル印刷ダンボール 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 熊谷市 エルム室内株式会社 2030001084509 次世代型壁紙ショールーム開設によるリフォーム事業への新分野展開 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 日高市 株式会社伊藤木材建設 5030001089653 モデルルームとデジタル技術による新規リノベーション事業への取り組み 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 アールエフティ株式会社 8030001000402 ミリ波周波数帯電波の活用による次世代通信機器に要する機材部品の開発 株式会社ジャストコンサルティング

関東 埼玉県 上尾市 有限会社廿樂モータース 2030002054386 鈑金塗装事業のＡＳＶ対応の開始と車検整備事業の品質均一化を通じた圧倒的作業効率事業社への変革 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＹＡＳＵ 5030001121390 接骨院だからこその発毛ビジネス身体だけでなく心も豊かに 川口商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社河村屋 1030001002041 老舗漬物専門店の地域密着型の新業態店舗への転換 さいたま税理士法人

関東 埼玉県 狭山市 株式会社ガレージランド 4030001122241 用途に合わせたオーダーメイド新車トレーラーの製造販売・レンタル 西武信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｏｎｅ　ｇｏ　Ｏｎｅ　ｗａｙ 6030001126050 入居者の人生に寄り添うペット共生型の障がい者グループホーム事業 増田　考邦

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ガレージ内藤 8030001098395 ＹｏｕＴｕｂｅの集客力を活用した自動車予防メンテナンス事業への進出 松永　俊樹

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社ｄ’ｓ　ｈｏｕｓｅ 7030001102075 地域問題まるごと解決！ひとにやさしいデジタル化グループホーム運営 西河　豊

関東 埼玉県 川口市 内田精研有限会社 1030002098681 アルカリイオン水を用いた研削と洗浄不要部品で業態転換し研削加工の新境地を切り拓く 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社潤製作所 8030001035092 新時代の超高精度加工技術と最新複合加工による大胆な新分野展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＭＡＹＯ 6110001010139 テイクアウトを可能にしたコロナ対応小売り販売サービスへの転換 石山　賢

関東 埼玉県 行田市 有限会社煎屋 2030002117911 手焼きせんべい屋が、グルテンフリーの洋菓子販売へ新分野展開！ 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社ハヤテ・ルーフィング 2030001117549 コロナ過で需要が増加した個人向け・施設向けプール事業への転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 所沢市 株式会社バンガードシステムズ 2030001024836 生産管理システムの開発と販売事業 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 アイエス精巧株式会社 2030001017716 ミーリング機能を駆使した大胆な業態転換による高精度建設機械部品の短納期生産体制構築事業 石山　賢

関東 埼玉県 狭山市 株式会社ニソール 3030001026550 自社ＣＡＤソフトを中心としたものづくりプラットフォームの構築 税理士法人ＴＭコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＩＦＥ 1030001062878 ウィズコロナの生活を守る『隔離・避難』を目的とした特殊車両の製造 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 日本情報システム株式会社 7030001026539 物流業界の生産性向上と働き方改革を実現する支援システム開発 狭山商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 株式会社加藤工業 7030001086244 「２４時間対応可能な非接触型コインランドリーカフェ」の開設 深谷商工会議所

関東 埼玉県 越谷市 株式会社三育社 4030001063997 保育園運営グループが営む子どもが輝くためのキャンプ場事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ホープエンジニアリング 5030001060746 ＳＵＳ加工の強みを生かした半導体製造装置用溶接部品への参入 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社喰心 1010401082032 高付加価値型デリバリー事業～セントラルキッチン喰心の挑戦～ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 株式会社ホウエイ 7030001032025 次世代自動車の点検・整備・カスタム仕様に対応した特定整備工場への挑戦 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社北関東クリーン社 3030001002205 鈑金塗装技術を活かし、ＰＰＦ事業への新規参入。サービスの高付加価値化を実現する 松井　洋治

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社タチバナ産業 6030001051901 国産茶葉を使った自社ブランドの和紅茶の量産体制の確立と海外への積極的展開 青木　宏二郎

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 スマートスタイル・コンプレックス株式会社 5030001099099 ＷＥＢ制作事業からＤＸ人材育成の教育事業・教室運営への転換事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社プラスケアライフ 1030001148693 健康的に理想の身体へ！スーパーに来る主婦層をターゲットにしたセルフ痩身エステ事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 行田市 株式会社しんけん 8030001019517 ＥＶ等次世代型車両に対応した自動車整備事業 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 久喜市 池上金型工業株式会社 7030001030648 超短パルスレーザー加工機を利用した、新規テクスチャ加工分野への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社でんでん 3030001101436 飲食業から冷凍食品事業（非接触型）への転換及び、通販・卸事業の拡大 浦和協創税理士法人

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 壱松社中 秩父の磁場となるコミュニティー型のサブスク会員制キャンプ場開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社磐城 9030001073827 フードロス問題を解決して未来型店舗ビジネスによる超効率経営システムの構築 青木信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ＶＩＲＫＩＮ 1030001040355 アフターコロナと共存するライフスタイル！アウトドア商品販売事業へ新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 越谷市 合同会社祥瑞 3270003000538 飲食店経営から「解体工事×金属スクラップ×厨房機器リサイクル」複合業態への転換 高松　佑

関東 埼玉県 川口市 有限会社丸忠木型製作所 6030002107280 蓄積された微調整図面データ・熟練技術と機械加工の融合により挑む３ｍ超の大型木型製造 和喜田　勤

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社不二工芸 7030001089065 持続可能な塗装業への発展を実現する多様な塗装方式の実践導入 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社貴福商工 8030003012833 地域密着で中古戸建てに特化した不動産仲介事業 森　滋昭

関東 埼玉県 川口市 太陽技研株式会社 6011201003801 精密ファイバーレーザー切断機の導入を通じた販路開拓と事業構造の転換 大串　智之

関東 埼玉県 朝霞市 Ｂｅｓｔ　Ｂｅｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 5011001122216 業界をＤＸ化する業務店専用のクラフトビールプラットフォーム 服部　峻介

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社コムワークス 6030001002763 ライブ配信プラットフォームとしてクラウドスタジオの開発運営事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 川越市 株式会社スターベニア 9030001122922 コーヒー向け製品のトータルコーディネート事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 戸田市 丸善超硬株式会社 5030001022399 セラミック系新素材を用いた緩み防止ネジの冷間鍛造金型の製造 ペンデル税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市北区 Ｄ，ｐｌａｇｅ合同会社 3030003007631 従来との差別化を図る「集客・ＰＲの為の清掃・除菌業務」の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 蕨市 ピュアライフみわ 寝室リノベーションによって睡眠環境を根本から改善する事業 蕨商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社新誠 3040001099918 ゲル（グランピング施設）の新分野展開 川口商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 株式会社豊成産業 8030001023023 多様な印刷加工のノウハウを活用し、’オタク文化　’参入への挑戦！ 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社小野キャスト 9030001058043 アレルギーフリーブランドの立ち上げ　ＢｔｏＣビジネスへ転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 有限会社ヨシダ 9030002077876 化粧箱／緩衝材製造で培った提案力・設計力のノウハウを生かし、革／ニット加工品の製造へ挑戦！ 株式会社イストワール

関東 埼玉県 草加市 株式会社尾﨑商店 8030001122584 不要な物を、必要な人へ、循環型社会の形成に貢献！ 株式会社サクシード
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関東 埼玉県 新座市 新和エンジニアリング株式会社 2011601011738 国内生産向け、半導体製造装置内研磨ユニット特殊精密部品製作事業 株式会社しのざき総研

関東 埼玉県 川口市 株式会社アライ 2030001073627 酒類販売卸から産直農産物卸への参入 川口商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社稲穂クラブ 1030001033549 地域社会との共生と豊かな老後の実現（デイサービス及び訪問看護ステーションおよび地域の高齢者及び児童との交流活動を通じて） 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 共栄商事株式会社 1030001020175 遊技業３社の事業再編による健康・芸能文化振興事業への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 三郷市 スポーツダイニングレジスタ ラーメン店のセントラルキッチン設置による弁当・冷凍品販売への再構築 経営相談有限会社

関東 埼玉県 蕨市 株式会社セラミック加工技研 3030001021064 自社の強みを最大化し半導体パーツ事業への進出による事業再構築 蕨商工会議所 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 越谷市 株式会社会澤工務店 3030001065441 大型木造パネル工法による小さくても豊かな暮らしのライフスタイルの提案事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ＥＷＢトーア 9030001115249 住宅用木材加工から非住宅公共木造建築用（大断面、長尺）木材加工へのチャレンジ 三上　義孝

関東 埼玉県 日高市 株式会社ケイアイ 3030001090349 ハンディファイバーレーザー溶接機導入による高精度板金複合部品事業への参入 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 埼玉県 行田市 海鮮北海道市場株式会社 7430001041737 食品製造の強みを活かした福祉対応型自立支援介護施設の開始 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 越谷市 シードット株式会社 2030001068577 抗菌機能付きアップサイクル素材による新製品のオンデマンド製造事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社カゴハラゴルフ 6030001084562 コロナ禍に打ち勝つビジネスモデルとしての個別指導塾ＦＣの導入 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 マーケットテラス株式会社 4030001058543 地元プロ野球球団とのコラボによる「地域密着」スポーツバー型レストランへの新展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社Ｆａｎｃｙ 6030001095907 爬虫類のブリーダー事業の起ち上げによる事業再構築 株式会社ＥＣＯ経営企画室

関東 埼玉県 比企郡滑川町 島野精機株式会社 2030001070847 未来を見つめ、技術力応用による新分野展開による販路拡大 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 有限会社あさひ 2030002122309 地元建設会社による秩父地域の観光活性化に寄与する宿泊新事業計画 一般社団法人日本産業イノベーション研究所

関東 埼玉県 川越市 株式会社泰幸 2030001059386 温水高圧洗浄機による安心・安全な除草サービズの提供 川越商工会議所

関東 埼玉県 新座市 日本伸管株式会社 8030001046024 副流煙害の減少に貢献！電子たばこ部品によるアメリカ市場への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社世拡 9040001014549 コロナ禍で生まれた新たな余暇の過ごし方をニューノーマル時代へと提案する再構築事業 須永　達也

関東 千葉県 浦安市 新日本税理士法人 2040005004569 コロナ禍に適応した新しい形の相続手続代行事業を新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 井部　恵 通訳者から飲食業転換による地域コミュニティ活性化のためのカフェ開設 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社萬屋 9040001077562 こだわりのスウェットでＢｔｏＣ進出！衣服製造小売りでファンを獲得するニッチ戦略 上村　正和

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社タガワ 7040002014533 宿命鑑定士を活用したパワーストーンの店舗・オンライン販売への転換 北村　亮太

関東 千葉県 松戸市 株式会社エイスノート 4040001040723 製造機能を備えたクリエイター向けコワーキングスペースの開設によりモノづくり市場に貢献！ 金﨑　卓也

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＭＩＮＡＭＯＴＯ 2040001097880 アフターコロナを見据えた新規顧客の獲得と新規収益源の構築に向けた店舗移転 レンタルＥＣ株式会社

関東 千葉県 成田市 和’ｓ 手作り惣菜と卸弁当の加工販売事業に挑戦し売上Ｖ字回復を図る業種転換 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社ベストスマイル 5050001035259 障害者と生活介護施設をつなぐ生活介護特化型ポータルサイト 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 ＳＨコーポレーション株式会社 3040001034461 コロナ禍での中食需要に応える高級海苔弁当専門店への新規進出 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 富里市 有限会社伊藤自動車 1040002055987 民間車検場の開設による新たな収益源の確保 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市原市 合同会社ＪＯＹｓ　ＢＯＸ 3040003011236 コロナ禍での売上減少に対し、新たな収入源の確保を目的としたターゲット・ニーズが異なるカラオケボックスの新設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社エフ・エス・エル 9040001071978 ソロ飲み客を主対象とした、新スタイル焼き鳥店への新分野展開。 井之川　宗弘

関東 千葉県 成田市 株式会社ティーエイチエス 9040001046360 介護利用者とその家族の為のふれあいカフェ付き宅配食事サービス事業 増田　考邦

関東 千葉県 松戸市 ぴよぴよ 専用スタジオでのフォトウェディング（リマインドウェディングを含む）事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 四街道市 イタリアンバールＧＯＣＨＩ ＧＯＣＨＩの味をおうちで楽しむ「おうちＧＯＣＨＩ」への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 イーディーコントライブ株式会社 1011101045345 環境復元ソフトＳａａＳ型システムサービスの提供 東京商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アップウェル 1040001012650 リフォーム会社が買取専門ＦＣに参加しリユース業に参入する新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 茂原市 株式会社スギタ 5040001059242 不動産業の強みを活かしてゴルフニーズを取り込む地域先進事業 房総信用組合

関東 千葉県 野田市 株式会社ダイゴー 2040001071332 超大型部品に特化する大胆な業態転換で新分野からの新規受注を狙う 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 千葉県 旭市 株式会社弘信建装 6040001099601 外壁塗装業から男性も気軽に通える脱毛エステ事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社日本自動車 8040001012529 千葉とともに成長する！新時代塗装によるサービス提供の超効率化 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社エムエスイー 8040002002025 リチウムイオンバッテリーモジュールの設計製造販売部門の新設 税理士法人藤野会計事務所

関東 千葉県 松戸市 桜詩 元プロボクサーによる　社会人・子供向けボクシングジム　事業 川橋　隆則

関東 千葉県 千葉市若葉区 長咲や 高鮮度、高品質和食を特許取得「真空包装機」で出来立ての味を店内と通販で楽しむ新感覚店 株式会社サークル・ウィン

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 4040001084324 中高年の動ける身体づくりに貢献するオリジナルサプリメントの開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市中央区 香港料理濱龍 中華店舗×唐揚げキッチンカーの相乗効果で業績改善！ 中筋　一郎

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社ＣＨＵＲＡ 6040001014188 フィットネスジムのオンライン化と訪問型筋膜リリースへの進出 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 千葉県 八千代市 株式会社トップランナー 7040001022859 コロナ禍で拡大する動画広告市場への参入と経営リスクの分散 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 野田市 鴻運商事株式会社 4010701019053 広々とした店舗の一部を改装し加工食品・冷凍食品の製造・販売を開始 さわやか信用金庫

関東 千葉県 八千代市 合同会社えすぺらんさ 8040003015686 １０代の悩み解消！脱毛・ニキビ改善サービスの開始 塩津　友輝

関東 千葉県 南房総市 株式会社三峯商事 4040001074119 地元地域の資源を活かしたサーファー向け貸別荘事業 館山信用金庫

関東 千葉県 市原市 大森屋青果有限会社 5040002072649 八百屋の廃棄商品アップサイクルによる菓子、ドリンクの製造販売 西山　優一郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社ぶれいぶかんぱにぃ 5011001120517 アニメの宣伝事業からアウトドア・スポーツ用品の製造・ＥＣ事業への業種転換 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＮＴＯコンサルティング 2040001101188 地域の規格外農作物によるダイエット健康食品加工事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社あづみの 6040002082928 地域で愛される「居酒屋あづみの」の好立地を活かした「甘味処しなの」への展開 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 南房総市 パームヴィレッジ オーシャンビューの立地を活用したシーサイドウェディング＆カフェ事業 河村裕司

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アイ・コミュニケーションズ 5011701021923 ライバー教育で培った教育ノウハウを使って障がい者を自立させる事業 表　順一

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社根本精機 2040001006065 千葉市地域プラットフォームとの連携による半導体製造装置への挑戦 税理士法人京葉会計事務所

関東 千葉県 佐倉市 合同会社サウザンドサクセス 3040003010667 こだわり抜いた本当においしいクレープを食べて欲しい！！ 株式会社Ｒコンサル

関東 千葉県 船橋市 ｂｌｅａｃｈ コロナ禍においても収益が見込める＜ヘッドスパ事業＞及び＜ヘアケア商品のＥＣ販売事業＞への進出 兒玉　洋貴

関東 千葉県 野田市 株式会社巴 6040001089016 キックボクシングと美容を融合させた自己改革ジムの開業 税理士法人ＫＭＩパートナーズ

関東 千葉県 松戸市 サノシーテック株式会社 1040001037482 自社技術を活用し国の安全基準を満たす乗用エレベーター専用巻上機の開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取郡神崎町 一般社団法人あいのて 7040005018481 ＥＣサイトの展開を伴う就労支援カフェの本格化と障害者の方に寄り添った社会定着の支援の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 松戸市 株式会社モーターマーケティング 5040001096401 無人・非接触型の完全貸し切りハイブリッドグランピング施設 松戸商工会議所

関東 千葉県 八街市 古川歯科医院 特許を取得の治療器具＆専用アプリによる運動療法で顎関節症の治療及び改善 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八千代市 きら星整骨院 健康増進支援分野への進出による、既存事業の収益補完 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 特定非営利活動法人パラキャン 9040005014339 ＳＤＧｓとＥＳＧの視点から考える共生企業研修プログラム 柏商工会議所

関東 千葉県 南房総市 マナ　オラナ 既存事業とのシナジー効果を狙ったヴィーガンカフェへの進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 佐倉市 株式会社シンプティア 5040001049268 陰性証明書も発行可能なＰＣＲ検査場を開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 香取郡神崎町 有限会社北京フーズ 6040002087126 発酵の里・神崎町の強みを活かす中華料理店から味噌ラーメン店への事業再構築 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市川市 タケックス株式会社 6010401096985 バイオマス、地域リサイクル材等を利用！パレットの製造販売事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 香取市 千葉エッグファーム有限会社 7040002087595 鶏糞の処理問題解決と有機農業推進に貢献するペレット堆肥製造事業 大竹　貴司

関東 千葉県 松戸市 有限会社センチュリー・オート 9040002046764 電気自動車のアフターサービスに特化した、千葉県初のＥＶファクトリーを設立することによる最新工場への変革 城北信用金庫

関東 千葉県 香取市 有限会社シーエムメンテナンスサービス 1040002087717 有機堆肥の高付加価値を実現するペレットサービス事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 有限会社飯嶋自動車 6040002059612 大型貨物車にまで対応！電気自動車の普及に貢献する新整備工場！ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 株式会社ゴールドリッジ 1010403018067 難処理廃棄物を排出現場で炭化処理する小型炭化装置を開発しＣＯ２排出削減 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 香取郡東庄町 株式会社石政製作所 5040001063995 電動農業用機械の実現に不可欠な高精度コア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 千葉県 香取市 香取屋本店 地元食材を使った名物惣菜の開発・販売により、売上Ｖ字回復を図る新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 柏市 株式会社ＮｉｃｏＭｅｄｉａ 7040001095590 「スタジオライブ配信事業の立ち上げによる柏市の魅力の発信」 柏商工会議所

関東 千葉県 柏市 株式会社山崎帝国堂 6010001059293 毒掃丸本舗が長年のご愛顧への恩返しとして立ち上げる、老人ホーム紹介事業 税理士法人エキスパーツリンク

関東 千葉県 香取市 彩都デザイン株式会社 9040001090342 焼き芋・さつまいもペースト加工販売事業に挑戦し売上Ｖ字回復を図る新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市若葉区 はやさか ＥＣサイトを活用した革新的冷凍「和風ハンバーク」の全国展開 西河　豊

関東 千葉県 八千代市 昭栄段ボール株式会社 1040001020835 段ボール箱製造業による紙製（紙器用厚紙）パッケージ事業への参入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 スマッグ サーフショップが挑戦する屋外専用音響・デジタル映像サービス 大竹　貴司

関東 千葉県 木更津市 株式会社堀切工業 5040001052643 業界の安全性を高める次世代足場資材レンタル事業への進出 福永　健二
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関東 千葉県 富里市 株式会社Ｒｅｆｉｎｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 7040001099641 地域密着型スマート農業と加工及び販売の６次産業化への挑戦 櫻井義之

関東 千葉県 野田市 株式会社双葉電機製作所 2011801004277 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 千葉県 富津市 有限会社大滝商会 2040002071100 有害物質（アスベスト、ヒ素等）の事前調査・測定事業、石綿建材撤去工事業への新分野展開 松木　昭和

関東 千葉県 松戸市 有限会社伸栄商事 5040002046173 松戸住民に、南の島を演出する空間で笑顔を増やすサードプレイスを提供 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 小川　武 コロナで苦境のサッカースクール事業をフットサル施設運営で再構築 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 船橋市 合同会社ＩＳＡＲＩＢＩ 6040003007784 船橋の人気ラーメン店が提供する冷凍餃子の無人店販売事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 有限会社千葉機械産業 9040002079673 今後成長が期待できるマシン型ピラティスのスタジオ開設による事業再構築 関谷　満

関東 千葉県 茂原市 有限会社伸清不動産 4040002082137 地域の人による対面サービスの強みを活かした訪問看護事業の構築 茂原商工会議所

関東 千葉県 佐倉市 新洋株式会社 1140001090331 廃プラ利用農業園芸用プラスチック製品製造販売事業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 館山市 有限会社鈴建興業 6040002099468 ドッグラン付貸別荘事業の新分野展開による事業再構築 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ハウスメイク 8040001012066 外壁塗装業で培った技術力と顧客基盤を活かした『足場事業』への新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 八街市 有限会社ティーケーイー 5010802009571 制御盤付機械製造業進出のための加工施設及び製造ラインの設置 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 大網白里市 有限会社オフィスフォーエイト 9040002078238 自社ブランド認知度を高めるライダーズカフェ事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 山武郡九十九里町 株式会社ｉｘｉ 2040001103309 コロナ禍で打撃を受けた既存事業の強みを活かして、民泊事業へ新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 香取市 有限会社タカハシ 4040002087755 ＣＮＣ旋盤の導入で小型部品製造から新たに大型部品製造に進出 銚子信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 千葉県 旭市 株式会社ヒラノ 1040002084821 同時５軸加工機導入による加工精度向上で高付加価値新事業に進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 いすみ市 有限会社江澤土木 6040002102751 最新鋭ＩＣＴ土木バックホウの導入により、南房総地域トップレベルのＩＣＴ土木工事モデル企業への変貌を目指す 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 市原市 有限会社ホテル市原クラブ 6040002075089 介護福祉施設やホテル等の人手不足解消に貢献する「業務用食品の製造・販売」への参入 千葉信用金庫

関東 千葉県 鎌ケ谷市 イイノ産業有限会社 9040002044215 高性能レーザ加工機と製缶板金技術を活かした製パン機械への新規展開 株式会社ピースマネジメント

関東 千葉県 八街市 有限会社増山製作所 9040002063751 長尺ＮＣ加工機導入による航空機・船舶援助機器部品への新分野展開と収益基盤の構築 千葉信用金庫

関東 千葉県 山武市 株式会社清左ヱ門 9040001097016 高品質な肉の端肉を使ったペットフードの開発・製造で事業再構築を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 茂原市 株式会社三浦家製麺 2040001108225 ラーメン店を併設した自家製生麺およびラーメンキット販売事業 茂原商工会議所

関東 千葉県 習志野市 自立の株式会社 1040001087940 医薬部外品子供用スキンケア商品ＥＣサブスクリプション販売事業の構築 東京東信用金庫

関東 千葉県 長生郡長柄町 有限会社斉藤製作所 4040002080611 金型部品精密加工に進出、中国から国内への回帰需要をつかみ業態転換 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 成田市 株式会社成南協心社 2040001046466 安心・安全な葬式場における人の気持ちを繋ぐ葬儀サービスの展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社３ＳＴ 6011001113503 初心者を対象としたスケートボードパーク開設 下山　秀雄

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社栗原内装 3040001013515 既存生産ラインの抜本的改革、オーダーメイド家具で個人向けに新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社なかみち水産 5040002078051 煮干しラーメン・しらす丼専門店及び外国人特定技能実習生の居住施設運営事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 成田市 Ａｎｔｈｅｍ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 1040001112979 成田市初本格的「パーソナルトレーニングジム」の開設により、売上Ｖ字回復を図る新分野展開 池田　勝治

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 わとや 水辺空間を有効活用できる川カフェ＆キャンプ事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市原市 有限会社江戸屋総業 9040002072538 地域社会のニーズに応える名木「香取杉」を活用した「製材事業」への新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 柏市 株式会社ネオアシスト 7040001083414 プラスチック製仮設シート結束バンドの開発製造販売事業 柏商工会議所

関東 千葉県 富里市 株式会社三橋管財サービス 9040001092009 木材の二次加工機導入による住宅・官公庁向け建築用材市場への参入 根本　義之

関東 千葉県 館山市 株式会社浜島製作所 1040001074427 産業機械部品加工から、高精度な医療機器部品加工へ進出する計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 有限会社小林釣餌 1040002082461 釣餌の受託製造拡大と女性向け保存可能釣餌の製造小売による事業再構築 房総信用組合

関東 千葉県 山武市 京相製管株式会社 8040001058118 金属加工製品製造販売の新分野展開による事業再構築と社会インフラ構築への貢献 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社建築集団海賊 4040001060069 新しいものを造り続ける建築会社ならではのリゾート宿泊施設の建築と運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社砂原電気工業所 2040001064393 設備業が佐原の十二橋めぐりの観光拠点として軽食・お土産を提供 佐原商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社森の贈り物 9010601046911 楽しく逃げられる防災対策を提案するオートキャンプ場の展開 経営創研株式会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社ディオニス・ジャパン 8040001020127 ＳＤＧｓ規格による環境配慮型サブバッグのＵＧＣ推進により、自然検索による潜在層へのアプローチ及び販売へ業態転換 船橋商工会議所

関東 千葉県 船橋市 有限会社一成工業 6040002027973 あぐー豚しゃぶしゃぶの店舗とミールキットＷｅｂ販売事業 坂田　隆行

関東 千葉県 柏市 ユニーテック株式会社 8040001066616 バイオ医薬品開発において受託開発から創薬ベンチャーへの転換 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 旭市 唐変木 急速冷凍装置と冷凍自動販売機を活用したカジュアルな料理の製造販売による事業再構築 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 千葉県 長生郡白子町 株式会社森川製作所 1040001058966 宇宙機器産業向け精密加工品市場への参入と、中～大型の超精密加工技術の確立・展開 房総信用組合

関東 千葉県 印西市 加藤　友輔 複合型健康サポートセンターの開業により印西市の高齢者に活力を！！ ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社田中ガラス 1040001060625 高精度エーミングサービスの事業化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社カナガワエステート 7040001017058 日本の住環境にイノベーションを起こす　～限られたスペースの有効活用でわくわくする壁内設置家具の販売事業への挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社信英精工 1040001016081 半導体・医療機器向け高精度ベアリング部品加工に特化する業態転換事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 館山市 株式会社たてやま不動産 1040001074617 「富士山とオーシャンビューを独り占め！」をテーマに北条海岸の魅力あふれる独創的な貸別荘を建設・運営し、地域活性化を牽引。 経営創研株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社ＲＥＡＬ 3040001056266 地元ジビエ肉の活用及び地域初ジンギスカン料理店への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社Ｌｅａｆｅｒ 1040001083386 健康寿命の延長を目指すリハビリデイサービス事業への新分野展開 井上大輔

関東 千葉県 木更津市 株式会社クリアワン 2040001119874 整備認証設備・エーミング機材の導入による、近隣との提携が強固な外車特化型整備工場への変革 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 松戸市 株式会社花車 7040001041512 若手料理人を支援し、食で地域を活性化するクラウドキッチン事業 伊藤　文彦

関東 千葉県 館山市 共進テック株式会社 9040002099325 精密機械部品市場進出～最新型ＭＣ導入による更なる高難度金属加工への挑戦～ 館山信用金庫

関東 千葉県 松戸市 有限会社豊泉製作所 5040002047576 大型複雑形状医療機器部品の品質担保と生産性維持のため設備投資 北浜グローバル経営株式会社 リコーリース株式会社

関東 千葉県 茂原市 房総プラント株式会社 2040001058957 地域の課題に対応した害獣捕獲檻を製造し地域発展に貢献する取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社グライズ 6010001129740 ペット共生型、かつ外部就労を完備した就労継続支援Ｂ型生活介護の運営 市川商工会議所

関東 千葉県 銚子市 トーア産業株式会社 7040001062343 自社ブランド品構築。銚子市の地域冷凍食材の生産体制構築 銚子商工信用組合

関東 千葉県 銚子市 株式会社創 6040001063078 漁業のまち銚子の美容室が挑戦するトータルビューティーサロン 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社アットワーク 9040001094871 地域初！コロナ過で癒しを与える「健康リラクゼーションルーム」 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社福興 4040001052545 ＵＯ鋼管の部材製造から車用ドライアイス洗浄サービスに業種転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 野田市 株式会社アルファサービス 7040001072004 運送業からユーザー目線を活かしたデザイン施工業への新分野展開 税理士法人あおば

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社エスティフーズ 9040001028020 水産加工会社向けオンライン受発注プラットフォームの開発・運営 林田玲子

関東 千葉県 いすみ市 有限会社房総まちづくりカンパニー 3040002102853 移住サポート付き「ハイブリット式お試し居住施設」実施事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社ビューティースタジオセラピー 3040001044246 地域初のセルフ型頭皮ケアを展開し、顧客層開拓と経営基盤強化を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 鴨川市 株式会社ネフコ 2040001074384 究極のＳＤＧｓ、つまり持続可能な暮らしを体験できる古民家での宿泊 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 君津市 旬彩ダイニング　うみぼうず 地域初のコッペパン専門店で次の１０年を生き残る 千葉信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社青花堂 9010801014263 「見るから使うへ」、若年層向けの薩摩焼・美濃焼を中心とした伝統工芸普及への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社オリエント鉄工 1040002072719 定盤の高精度化と物流業界用安全対策大型金属製品提供による事業再構築 特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート

関東 千葉県 市川市 株式会社藤 2040001030973 外部環境に適応し、店舗改装で本格的に中食事業へシフトする事業 税理士法人松井会計

関東 千葉県 野田市 大柴建設株式会社 4040001106524 コロナ禍に対応した個人の尊厳を確保する夜間対応地域密着型通所介護事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社渡辺冷食 5040001074266 高付加価値商品の品質を維持した保管・配送事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 柏市 株式会社梅田製作所 3040001065234 ベンディング技術の高度化により、加工範囲を広げて様々な加工ニーズに対応！ 西川貴人

関東 千葉県 茂原市 有限会社松澤製作所 2040002081652 生き残りを掛けた新部品製造！半導体部品製造で事業再構築！ 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 船橋市 京葉エステート株式会社 5040001019618 ＺＥＨ対応宿泊型モデルハウスを活用した注文住宅への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 成田市 山﨑電設工業株式会社 4040001045342 成田地域資源 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 ヨシノテック株式会社 6040001072632 金型製造の高度化と複合的な生産性向上による住設部品の製造 牛腸　真司

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社石田総業 6040001092597 解体業から飲食店への新展開、トゥクトゥクを活用し地域を活性化 尾﨑　素之

関東 千葉県 東金市 有限会社未来技研工業 8040002079261 カスタムコンテナハウス事業への参入のによる、新分野展開 房総信用組合

関東 千葉県 松戸市 株式会社富田製作所 3040001036359 新たな高付加価値製品となる機械式継手鋼管製品の製造体制構築による新分野展開事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社岡製作所 5040001033726 物価高・円安に対応した特注レザークラフトツールの海外展開事業 青山裕之

関東 千葉県 安房郡鋸南町 有限会社池田工務店 8040002101363 鋸南町の活性化を目指したグリーンツーリズム推進事業 芦谷義一

関東 千葉県 佐倉市 有限会社エーワン 1040002064014 完全個室で非接触、ジェンダーフリーのセルフエステ事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社コトブキダイニング 4040001084919 セントラルキッチンと食堂を新設し、ＦＣ展開を目指す 児玉　直樹
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関東 千葉県 船橋市 丸山金属工業株式会社 7040001018799 既存事業の強みと立地を生かしたロジスティック事業への参入 株式会社わかば経営会計

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社昭和企画 6040001086772 房総半島の観光資源を活用した宿泊型ゴルフスクール運営事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ようてい 2040001090266 生活保護の方も入居可能なリハビリ・機能訓練も出来る有料老人ホーム 北海道商工会連合会

関東 千葉県 八千代市 株式会社プログレス 6040001022190 鈑金塗装事業への新規参入による中古車販売業からの新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 富里市 ジュエルブーケ 事業計画名：　オリジナル美容メソッドとオリジナル美容液の開発・製造 児玉　直樹

関東 千葉県 千葉市中央区 ディシェルアーバンヘアデザイン オンライン診断を活用した非接触型脱毛サロンへの事業転換 井上大輔

関東 千葉県 館山市 株式会社須藤牧場 3040001086825 製造設備の導入によるオリジナル牛乳の本格販売開始 館山商工会議所

関東 千葉県 船橋市 日本橋　良庭 コレド室町店にオンライン受注システムを導入しデリバリーとテイクアウトの需要に応える 小森　孝一

関東 千葉県 千葉市緑区 有限会社栄鈑工業 2040002001643 地域初！中型車両レッカー業務の実現と即日車検整備の一括実施 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 市原市 ピーワンテック株式会社 9040001083684 千葉房総でＤＩＹ実践の足場となる体験型宿泊施設の運営 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社サニーカラー 5040001046439 自社独自技術を活用した新たな製造方法による食料品製造への新規参入 税理士法人あさひ会計

関東 千葉県 柏市 アーバンプロテクト株式会社 8040001070188 地域事業基盤を活かした外国人人材研修施設運営での事業再構築 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 大網白里市 株式会社板倉商事 6040002078166 ガレージハウスを活用した複合サービス事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社エスト・ジャポーネ 1040001073305 苦境に立つ飲食店からの脱却！房総イタリアンのＥＣ販売への挑戦 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 松戸市 有限会社クオリティーライフサポート 6040002054002 美容皮膚科経験を活かした、解析・効果を見える化できる肌ケア専用エステサロン展開 大石　源治

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社グッドフェロー 2040001086751 コロナ渦で困っている飲食店を救う飲食店モール！ ＩＫＰ税理士法人

関東 千葉県 野田市 ユニオンペイント株式会社 9040001084179 新設タンクの設置による、アルコール小売り事業への参画事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 成田市 高級アルコール工業株式会社 1040001044875 コロナ禍で変化した化粧品需要に対応する機能性化粧品原料 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 茂原市 株式会社藤正 8040001076722 先端技術導入・完全紹介制・予約制のコロナ対応料亭で新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 株式会社スズ研 5040001118270 既存事業の噴霧技術を活用し、水性塗料を使った自動車塗装事業へ挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 山武市 有限会社匠製作所 3040002079638 精度な厚物素材の溶接を新たに実現し、多様な板金加工のニーズに対応する 西川貴人 株式会社アマダリース

関東 千葉県 柏市 株式会社ハウスランド 5040001069431 不動産賃貸からスケートボード等のアミューズメント施設事業へ 銚子商工信用組合

関東 千葉県 市川市 黒岩製作所 航空機パネル組立専用刃先交換式ＣＦＲＰ用カッターの開発 ペンデル税理士法人 三菱電機クレジット株式会社

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社源企画 3040001012079 クラウド型産廃業者向け統合業務管理システム開発 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 流山市 株式会社ＡＳＴｏｎｅ 9040001116634 スポーツ整形外科への思い切った新分野展開で事業再構築 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 千葉県 長生郡長南町 株式会社グレートアイランド倶楽部 2040001059534 ゴルフプロショップに特化したショールーム型店舗サービス「キテ＋ミテ」の開発・運用事業 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社昭和精機 5040001035763 若さを武器に！ドローンを用いた事業への参入で事業再構築！ 松戸商工会議所

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＢＲＥＡＫＥＲＳ 2040001078484 歌うカラオケと歌わないカラオケでカラオケ市場を再興させる事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｔ－ＣＯＬＯＵＲＳ 3040001104966 サーフタウン一宮の・交流拠点となるサーフィンセンター 小林　孝至

関東 千葉県 旭市 森管工株式会社 2040001061812 養液栽培システム製造工場開設による売上拡大と農業の生産性向上 銚子商工信用組合

関東 千葉県 市原市 株式会社ＵＮＤＩＣＩ 6040001055835 料理教室・野菜直売及び創作料理店舗への業態転換 市原商工会議所

関東 千葉県 松戸市 富士サービス株式会社 3040001036706 創エネ・蓄エネ型ＥＶ急速充電スタンド設置事業による事業再構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 千葉県 船橋市 奈良養鶏園 当園玉子を使用したテイクアウト専門カフェ建設による飲食事業 船橋商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社葛西屋商店 4040001035120 店舗内余剰スペースのシェアリング事業 松戸商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社なりた住建 4040001109329 リフォームに関する相談時間も地域産品飲食サービスにより付加価値化 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社アイ・メデックス 3040001000199 生体電極専門メーカーから筋電計製造の新たな挑戦、生体情報ビジネスへの進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社米田製作所 7040002097784 ヘリカルねじ切りとＬＦＶ加工による空気制御部品への大胆な業態転換 石山　賢

関東 千葉県 山武市 湘南機工株式会社 1040001058157 チタン素材の活用やＥＶ向け自動車部品製造による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 鴨川市 株式会社スクライ 6120001192422 名湯の黒温泉を活用した地元ホテルとの共同運営グランピング事業 但馬信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ホリスティックメディカル 6040001103420 ○ 訪問・通所サービスを組み合わせた地域共生型の包括支援施設の建設

関東 千葉県 千葉市稲毛区 特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会 4040005003866 ○ 訪問・通所サービスを組み合わせた地域共生型の包括支援施設の建設

関東 千葉県 習志野市 有限会社燈台 5040002019798 「近所でグランピングスタイル焼肉！　テイクアウト・デリバリもできる本場韓国料理店」 辻田　和弘

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ＺＯＵＳ 8040001092380 施工職人とユーザーを繋ぐプラットフォーム【職人データバンク】の開発 鬼塚　明日海

関東 千葉県 習志野市 ハウスタイルズ株式会社 2010001128234 遊休農地で行う外断熱設計トレーラーでの農業体験宿泊事業 サポート行政書士法人

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社ｈａｎａｃｏ 9040001123746 アイビューティ市場における施術技術者養成事業 小甲　洋輔

関東 千葉県 千葉市中央区 千葉総合住宅株式会社 9040001055584 発達障害者向け就労移行支援事業への新分野展開 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 千葉県 松戸市 太陽ハウス株式会社 9040001036031 ＩＴベンダーへの転換による中小規模建築不動産ＤＸ化貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社ウェブ 1040001028424 仲人が手厚く支援するオンライン結婚相談所 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＯＰＰＯ 8012701015581 移動販売（衣料商品・食料加工品）事業　事業計画書 広部岳彦

関東 東京都 多摩市 株式会社ｎｉｎｅ 5010101012888 初心者からセミプロまで。ＤＩＹマニアも満足するものづくり体験場を提供する新規事業 魚谷　康行

関東 東京都 文京区 株式会社Ｍ．Ｃ．Ｆ 2010001135750 愛犬同伴可能な体験価値型民泊でアフターコロナの憩いの場を提供 須永　達也

関東 東京都 品川区 ニュースアンドコーヒー株式会社 6010701038860 韓国ブランド製品をインフルエンサーマーケティングで積極販売 須永　達也

関東 東京都 中央区 川崎ブランドデザイン有限会社 1010902026322 南房総市　アート保管・レンタル＆プライベートディール　新分野への展開 税理士法人Ｔ＆Ａコンサルティング

関東 東京都 葛飾区 こんだてや コロナによって売上の落ち込む居酒屋事業から、逆に市場が拡大傾向にあるプリン店への事業転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社ノーコードアップス 4011101097739 整体院店舗から総合出張リラクゼーションアプリ運営への転換 井上　拳

関東 東京都 中野区 株式会社Ｆａｉｔｈ 8011201017873 高圧洗浄車導入と新人教育施設を兼ねたショールームの開設 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 国立市 株式会社サニーワークス 7012401022557 昼食難民を救う！セントラルキッチン化による食品製造卸への挑戦 平野智一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブレインネッツ 6011001038907 外国人雇用のミスマッチを防ぐためのプラットフォーム「外国人情報検索データーベース」作成事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社グローリー建設 3011801036113 カフェ融合型リラクゼーションエステサロンの提供 須永　達也

関東 東京都 目黒区 株式会社日本歯科衛生協会 1013201006771 オンライン口腔内スキャナー健診・相談サービス新規開設事業 新山　尚志

関東 東京都 足立区 株式会社永和 6011801027646 新たな生産体制構築による商業用印刷機向け新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 府中市 ダイニング酒場うときて 飲んだ後は『締めカレー』！こだわりのスパイスカレー専門店 塩津　友輝

関東 東京都 墨田区 叶舎合同会社 6010603007435 地方移住希望者や外国人向けの不動産情報提供と取引マッチングの統合サイト 池田　紀務

関東 東京都 江戸川区 中華料理銀莱 店舗一部を改装、非対面受注システムを導入して宅飲み中華デリバリー事業へ転換 稲葉　隆治

関東 東京都 新宿区 株式会社丸昭 5011101020303 「呉服屋からゴルフスタジオへ」コロナ禍を乗り越える事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社京徳 8011001006267 コロナによるバー事業への打撃から回復することを目的とした今後需要の拡大する韓国カフェ事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｅｏｒｇｅ　Ｐ．　Ｊｏｈｎｓｏｎ 1010401065895 ビジネスマッチングプラットフォームの構築・運営　事業計画書 湊　義和

関東 東京都 新宿区 ＤＯＭＯ　ＭＣＮ株式会社 3010401133428 日本のサービス・製品を中国向けに発信するＳＮＳマーケティング事業 アアル株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈ＆Ｃプロダクツ 6010001109825 歯科医院を主な販路とした、高機能の口腔ケア商品の製造、販売事業の展開 吉田　壮志

関東 東京都 台東区 株式会社万葉 3010501012837 伝統工芸品「飾扇」のＥＣ販売・サブスクリプション展開事業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 府中市 アイゼック株式会社 1012401010237 アメリカンフットボールを盛り上げる！用品バッグ製作販売事業への新分野展開 むさし府中商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社望月製本所 3011101021170 スローメディアとして本質を提供する「アートギャラリー」事業 須永　達也

関東 東京都 墨田区 株式会社エス・テーテクノス 2010601043618 茶碗蒸しを展開し川越市の地域活性化に貢献 サポート行政書士法人

関東 東京都 足立区 山浦紙器印刷株式会社 5011801012707 コロナ禍で需要増のアイメイク化粧品・雑貨向けパッケージ製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 江戸川区 株式会社イニシャルジャパン 3011201014974 輸入家具の卸売りから地元木材を用いた家具の製造・販売への転換 須永　達也

関東 東京都 練馬区 つつじ皮膚科クリニック 婦人科の新規開設による地域ニーズとオンライン診療への対応 深坂　祐希

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｙｏｕ 4010001196535 サブスクリプションモデルの新型育毛サロンを開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 板橋区 株式会社武蔵ホームサービス 9011401022458 二酸化塩素を使用した消臭・抗菌・除菌剤の開発製造 仙波　洋平

関東 東京都 稲城市 インフィニティメディカルソフト株式会社 3013401002461 医用画像保管電送システムの専業からの脱却！ＩＬＭＳへの新展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＥ・ＢＯＲＮ 1010401127497 店舗事業者を救済する、ＡＩを用いたデザインＱＲコード事業の立ち上げ Ｒｕｎｗｉｚ税理士法人

関東 東京都 大田区 有限会社タカバヤシ 6020002043642 当店人気メニューの通信販売用商品化により、事業再構築を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 葛飾区 有限会社ミコンフィンランドトレーディング 4011802025873 本場フィンランド惣菜・菓子の製造・全国販売と無調理カフェでの提供 青和信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社ＰｒｏｂＳｐａｃｅ 2011101083724 日本初、新しい働き方を促進するプロ人財マッチングサイトの構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 東村山市 アンドアイ 楽曲制作から販売までを一気貫通で請け負う音楽制作事業 東京都商工会連合会
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関東 東京都 渋谷区 株式会社エム・エートレーディング 4011001126044 店内飲食もテイクアウトもできるビュッフェスタイルの本格中華店 海老原　祐次

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳＮＣ 1010901035836 イートイン店舗の新設と新メニュー開発で、夜の一人飲み需要を獲得 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 山王鉄工株式会社 4010801004756 ＥＶ車搭載モーター向けスリッターラインの開発による業態転換 石山　賢

関東 東京都 世田谷区 株式会社ライズクリエーション 8011001104236 厳選した新鮮なコーヒー豆を独自手法で焙煎し、楽しく選べる珈琲豆小売専門店の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 ジャパンウェディング株式会社 7010401014293 メンズビジネススーツのサブスクリプション事業 株式会社フォワード・グッド

関東 東京都 中央区 スタジオパーフェクトリーブランク アナログの『手触りと体験』を感じられる写真館への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｍａｎｉｆａｎｉ 6010501025638 ＳＮＳを活用しファッションに特化したワークウェアブランドへの新分野展開 税理士法人サクセスサポート

関東 東京都 八王子市 若林木工株式会社 5010101004126 住宅内装デザインの高度化に対応した生産プロセスの転換による新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社ばさら厨房 9012401019493 京都ラーメン店の出店によるドミナント戦略の加速とシナジー創出 金﨑　卓也

関東 東京都 世田谷区 株式会社メディケア英伸 9010901012043 保険や薬に頼らない体作りを行う健康学習と指導員育成のオンライン事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社あかふじ 2010901038648 ムスリムへ食とお祈りの空間を提供！ハラルラーメンでおもてなし！ 大﨑　翔太

関東 東京都 台東区 福榮産業株式会社 1010501011758 創業６５年老舗ＰＶＣフィルム卸売業が環境適応商品の中国ＯＥＭ受注生産で事業再構築 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 東京厲家菜株式会社 2011101072033 中国宮廷料理店のテイクアウト・デリバリー・ＥＣへの新分野展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 港区 ノバレンズ株式会社 4010401146569 建設業から大転換、アートセラピーを取り入れた放課後デイサービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 江東区 株式会社ＦＯＯＤ　ＶＯＩＣＥ 7010601048430 オリジナル発酵バターの自社製造・新商品開発 渡辺　宏幸

関東 東京都 千代田区 株式会社ＩＴＳＮ 6011501017674 発掘！漫画コンテンツ DB 化によるマッチングサービス 伊藤　洋介

関東 東京都 目黒区 株式会社ｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 5010001176222 ポストコロナを見据えたカフェ併設型北欧家具輸入販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 目黒区 ディノーム エコプロダクトを購入できる、新ＸＲ体験型ＥＣサイトの構築 横浜商工会議所

関東 東京都 墨田区 マックスアンドブラザーズ株式会社 7010601048975 ウイズコロナ対応型フィットネスサービスの提供 道浦健治

関東 東京都 世田谷区 ｉ－ｖｉｓｉｏｎ有限会社 6010902022399 ＳＤＧｓへ配慮した肌の常在菌を助ける化粧品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 板橋区 福生株式会社 1011601015475 ラーメン店営業及びフランチャイザー事業から洋菓子の卸し小売事業へ 高松　佑

関東 東京都 千代田区 株式会社風讃社 4010001028663 雑誌制作業から自社メディアを活かした菓子製造事業への進出 伊藤　寛治

関東 東京都 北区 Ｈ・Ｃ・Ｌ株式会社 1013301036776 居酒屋事業からランチ営業主体のラーメン事業への展開 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 武蔵村山市 ゑびす山水研究所 ＳＤＧｓ・木育を実践するための庭のＤＩＹ支援事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 アテネ・フランセ文化事業株式会社 4011101067948 フィルムスキャニング事業をポータルとして、映像制作業務へ繋げる 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社キノワ 2010401071273 施術者に対するスクール機能を有する登録型シェアサロンの運営 Ｈａｙ未来の税理士法人

関東 東京都 中央区 グッドメイク株式会社 3010001108747 アスリート・トレーナマッチングプラットフォーム開発事業 東京商工会議所

関東 東京都 日野市 株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｖｉｌｌａｇｅ 8012801019029 感染症対策を施し小規模会食を前提にした新しい形態の中華料理店の経営 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合 ココナッツミルク原料の高付加価値氷菓事業の展開 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 特定非営利活動法人ＷＥＬ’Ｓ 5010005012464 業界初！ウィズコロナに備えた障害者雇用におけるオンライン就労支援システムの構築 岡部　眞明

関東 東京都 港区 株式会社ネクストアイ 4010401080867 ＢｔｏＢ主体からの脱却、ＢｔｏＣへ新分野展開　「空き家管理事業」へ参入 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社アウルデリカ 4120001173688 食卓で楽しむ赤坂老舗割烹そのままの味！レトルト＆冷食製造事業 近藤　洋史

関東 東京都 港区 株式会社ウィルプランニング 7010401044877 忍者エンターテインメントビジネスにおける飲食業から小売業への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社サンロウ 8010102011300 最先端技術でオンデマンド・オンラインゴルフレッスンの提供 仙波　洋平

関東 東京都 渋谷区 株式会社えだまめ 3010001170227 「デジタル化」と「非対面化」を伴った冷凍食品製造業参入パッケージの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 狛江市 スタイリスト 俳優・タレントを担当したスタイリストによるエグゼクティブ用ポートレイトサロン 東京都商工会連合会

関東 東京都 昭島市 有限会社菊池工務店 8012802010878 内装工事業から強みを活かしたハウスクリーニング業への進出 青梅信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社上海風情 5010402030192 本格上海料理のｗｅｂ・テイクアウト販売による業態転換計画 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 Ｆｕｎ　Ｌｉｆｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 7011001142047 日本の伝統の和紙と西洋のデザイン・配色を融合させた新装飾紙の開発 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社カラーマーキングファクトリー 7010401007306 総合音楽事業「ミュージック・メンテナンス」 税理士法人優和

関東 東京都 千代田区 株式会社千代田教育図書 7010001101525 教材を効率的に子どもたちに届けるプラットフォームの新規開発 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 港区 みなと芝クリニック 自己脂肪細胞由来幹細胞およびサイトカインを用いた再生医療 さわやか信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社スターパイロッツ 7013201017862 動画撮影と配信・社員研修に対応したキッチンスタジオ事業 深坂　祐希

関東 東京都 新宿区 株式会社トリニティ 6011101067723 最新脱毛器を導入したトータル美容カウンセリング型セルフ脱毛事業 増田　考邦

関東 東京都 台東区 株式会社ＡＥ 7010501033128 商店街の古い住宅を活用した宿泊・交流拠点事業「ＢＥＮＣＨ」の構築 合同会社フェニックス経営研究所

関東 東京都 東久留米市 株式会社ジャパネストジェット 3012701014761 生活保護者と不動産賃貸業者・不動産投資家のマッチングビジネス 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 ジーアールインベストメント株式会社 7010401101307 テイクアウト型唐揚げ専門店とメキシコ産蒸留酒特化型バーによる新分野展開 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＴＡＧＧＥＲ　ＪＡＰＡＮ 4010501043022 日系企業ベトナム進出支援計画 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｂｉｓｔａｒｉ 6011001109014 フォトウェディング向けヘアカット事業新設による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 渋谷区 青山スクールオブジャパニーズインコーポレーション株式会社 4011001000604 英語によるプログラミング教室事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社月詠 1011101073965 日本料理店が手掛けるパウンドケーキのＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 福生市 株式会社土方電機 6013101005704 成長性のある親子利用を想定した脱毛サロン展開による事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 サンエフ株式会社 2011101039271 健康サプリを直接消費者へ販売する事業計画 小林　政則

関東 東京都 西東京市 サルサカバナ中野店 メキシカンバルが挑むコロナに打ち勝つためのラーメン店舗の実現 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 西荻燈 ミシュラン認定ラーメンのテイクアウト・通販による事業再構築 山口　真徳

関東 東京都 立川市 株式会社アスタプロント 2012801009381 働くまま、男性向け無料託児所付きプライべートセルフ脱毛事業 増田　考邦

関東 東京都 豊島区 株式会社ＲＡＶＩＰＡ 8013301041480 非対面・非接触型の店舗型飲食店を出店し、当社飲食部門の事業再構築を目指す 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社グッドソリューション 4010402030367 訪問看護事業の待機人材を活用したエステサロン 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社温活ドクターＬａｂｏ 9010401138462 温活エステの健康法に痩身エステを加えたトータルサロンの事業拡大 河野　陽一

関東 東京都 世田谷区 株式会社ゴキゲンファミリー 3011101050228 国産の厳選食材、化学調味料無し、体に優しいお弁当の配達事業 城南信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社ケアラポール 3012801004489 医科・歯科医院専門のコロナに対応した感染予防清掃のフランチャイズ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社新井プロモーション 8013301026580 あなたのカラダをプロモーションします！完全個室のパーソナルジム事業 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 台東区 有限会社リドルデザイン 4010002048371 日本初上陸のコスメブランド販売による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 港区 株式会社テスタジャパン 8010401095523 イメージを一新する整骨院による地域活性化、雇用創出事業 岡本　崇志

関東 東京都 足立区 大伸工業株式会社 4011801009365 純正カーマットの製造技術を活かし、あらゆるゴムマット製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＧＯＴＯ 9012401011153 愛車ドレスアップ事業を起点とした地域密着型マッチング事業の構築 合同会社Ｌｉｂｒｅ　Ｌｉｂｒａ

関東 東京都 豊島区 ＷｒｉｔｉｎｇＷｒｉｔｅ 巣ごもり需要も追い風。「趣味探し」の総合ＷＥＢメディアを新規開設 魚谷　康行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ケンテック 5011001007540 ３Ｄ音響収録・インターネット配信サービスによる業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社アクアプラネット 7010801000315 高齢化社会に向けたファミリーユース型脱毛サロンへの業種転換 三輪　篤史

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＬ 3010401159514 自社ブランド商品で、　国内卸売業、海外ＥＣ事業に進出 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社ＩＴＭ 1010401094804 身体能力を高める音波をサブスクリプション提供するサービスへの業種転換 菊池　武広

関東 東京都 新宿区 株式会社ドリームダブルコーポレーション 3011101054286 ｅスポーツに特化した「障害者向け就労支援事業」 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 文京区 株式会社現代経営技術研究所 2010001002455 ＷＥＢプラットフォームを活用した教育コンテンツ、情報・知識提供事業 増田　考邦

関東 東京都 豊島区 株式会社セブンコンチネンツグループ 7011101061824 沖縄の目抜き通りである国際通りでイタリアンバーの運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社イズモ商事 4012802005345 代表妻を戦力化する少人数向けアットホーム割烹料理店開店による事業多角化展開	 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社Ｋｅｌｖｉｎ． 3011101064632 オンライン・ライブ配信にも対応可能なスタジオレンタル事業への進出 内田　哲夫

関東 東京都 大田区 合同会社Ａｒｅｉ 3010803004111 食物アレルギー当事者コミュニティ特化型口コミ情報検索サービス 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 ＳＡＦＡＲＩ　月の香り　松尾祥子 箱根産植物由来の精油を製造・調香する「箱根発・香りブランド」事業 加藤　修一

関東 東京都 新宿区 日美グループ株式会社 1020001117922 カフェ・ラボ・ギャラリーを融合させた新規アート施設の構築 大澤　宗一朗

関東 東京都 目黒区 株式会社リベラルデザイン 9013201016598 子どもの主体性を育む学びイベントのシステム構築事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＳＣＥＮＥ 6011001049755 映像制作会社だからできる、撮影特化型大規模スタジオ運営事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 千代田区 株式会社シックスコーポレーション 1010001173958 オンラインを活用するパーソナルトレーニング指導事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 豊島区 株式会社まさかずま 2013301037468 エミューの卵を孵化・繁殖させ、流通・事業企画・ＳＮＳマーケティングによる拡散・宣伝・販売まで手掛ける事業を目指す 山口　廣男

関東 東京都 目黒区 株式会社エモーションピクチャーズ 2010901027923 ｗｅｂ３時代に向けた仮想空間でのライブ会場の設立と運営 城南信用金庫
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関東 東京都 世田谷区 永和商事株式会社 5010901015355 高級日本料理店の味をご家庭で！フローズンショップ　「美食の月亭ｉｎ町田」新規出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 文京区 有限会社レメディーズ 6010002047561 服薬指導のオンライン化と業務効率化による付加価値向上への取組み 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 立川市 株式会社外装企画 2012801017500 建設機械レンタル事業とドローン調査事業による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社共和エージェンシー 9011001034077 過去のＮＨＫ大河ドラマ等の舞台地・観光地を紹介するポータルサイト事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 墨田区 株式会社伊藤バインダリー 4010601009807 工場改築での商品販売を行う店舗化と、カスタマイズ商品の内製化の為の設備導入 朝日信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＯＮＪＩ 9010101010104 コロナ禍にも負けないラーメン業界への新規事業展開 折口　隼耶

関東 東京都 港区 スプラウティングアース株式会社 2010401084671 オーガニックペットケア用品の販売事業への新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 Ｂａｒ　Ｂｌｕｅ 美温活サロン　Ｂｅｌｌｉｓｓｉｍａ（ベリッシマ） Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 東京都 中央区 合同会社ＥＸｐｌａｎｎｉｎｇ＆ｃｏｍｐａｎｙ 1011803003476 「イタリアの伝統菓子＆スペシャリティコーヒーをキッチンカーで移動販売し、本格的なコーヒーの味と文化を多くの消費者に届ける 吉川　順子

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＬ 5010001162081 事業計画名	ＬＢＧＴＱに特化したマッチングアプリサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 ＮＯＺＯＭＩ株式会社 8010601039602 日本初、コニャックを使ったハイボールで家飲み市場に新規参入 税理士法人ＦＣブレイン

関東 東京都 墨田区 有限会社春日屋製菓 7010602010117 菓子工場の余地改修後の店舗化と新規設備投資による新分野展開事業 大西　康秀

関東 東京都 杉並区 合同会社ビッドコム 3011303003165 対面型コンサルティングからオンラインサロン（セミナー）への転換 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ポイントラグ 7011001045803 消費者トラブルを防ぎ、成果報酬型販促手法の需要を獲得する業態転換 星野　裕司

関東 東京都 港区 株式会社エンシア 9011101086670 初の自社サービス開発｜飲食店向けＭＥＯ＆ＳＮＳ集客アプリによるサブスク事業 古川　一輝

関東 東京都 港区 ＴＨＥ　Ｊ　ＴＥＡＭ株式会社 7010401082662 中学生、高校生向けの教育旅行（修学旅行等）先における、日本在住外国人留学生との交流機会の提供サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＬＡＮＣＡ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 8010401103277 北アメリカの本場の味を全国へ届けるＮＥＷ型ビジネスの展開！（焼き菓子の販売） さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｇ．Ｉ．Ｎ 4010501029772 複数カメラによる撮影・分析付きプライベートクライミング施設 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 天鼓堂（テンクドウ） 赤ちゃんセラピーの施術者養成で楽しく育児できる元気な日本を作る 山口　良明

関東 東京都 新宿区 株式会社エンジェルハート 9010001097753 アフターコロナの新たな生活、勤務形態に沿った新しい香りの商品開発と販売 河合　裕

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＮＯＣＫ 5012701012689 インフルエンサーの影響力を社会変革に変えるプラットフォーム「ＨＯＰＥＯＮ」の構築 株式会社セームページ

関東 東京都 新宿区 パーフェクトレード株式会社 5011101061751 美容からアウトドア・防災グッズの新分野展開でＶ　字回復 高松　佑

関東 東京都 千代田区 株式会社トラベルハーモニー 9011101023780 ゲーム型情報伝達ツール「フィールドビンゴ」で地域活性 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社リンキィディンク 3013201013808 地下アイドルや音楽バンドが１枚から作れるグッズ制作サービス 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ノイエ 2011001048975 小規模事業者の販路開拓技能の習得を支援するオンラインスクール 東京商工会議所

関東 東京都 練馬区 亀山整骨院 鍼灸サロンｔｏｔｏｎｏｕ新規出店事業 一般社団法人板橋中小企業診断士協会

関東 東京都 品川区 ファイン株式会社 9010701008563 環境に配慮した樹脂歯ブラシの素材内製化への業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社山川物産 6011801026458 キッズ向けブランド古着の無人販売店舗の開設 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社東京すずらん 5011801010074 多機能型水洗機の導入による幅広い宅配クリーニングの展開 蕨商工会議所

関東 東京都 中央区 ファースト商事ホールディングス株式会社 7011201010821 ポストコロナで市場拡大するテイクアウト・ＥＣ事業による再構築 楡井　宏志

関東 東京都 新宿区 スタースリー株式会社 8011001071360 ホルモン焼肉事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 一般財団法人アラドラ 8010005027914 長野県東御市の古民家にて、障害者も楽しめるレストランを開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｄ’Ａｍｏｒｅ 5011101067014 イタリア地方料理の新商品開発で地域と全国へおもてなしを拡大 野村　純一

関東 東京都 西東京市 株式会社ＴｒｉｐｌｅＡ 6012701007639 アニメ制作会社がチャレンジするデジタル作画＆人材育成事業 小松原　史雄

関東 東京都 世田谷区 株式会社ヘアーメイツ 5010901014992 美容室と併設して行う、女性専用の発酵温浴・酵素風呂事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中野区 アンカーミルズ株式会社 9011201020455 シナジーのあるスポーツプロジェクト 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社フォー・ディー・コーポレーション 2011101051895 インテリアナビゲーションシステム事業 井上　修

関東 東京都 府中市 株式会社ココリ 9012401034484 専門スキルを有する大学生と幼保施設等のマッチングサービス事業 井上大輔

関東 東京都 小金井市 株式会社パステック 1012401033411 動画制作スキルを活かした教育・コンサル事業への転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ディライトコーポレーション 5010401088769 高性能肌診断による最適なオーダーメイド脱毛エステサロンへの挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 石渡ファイナンシャルプランニング事務所合同会社 5021003003578 不動産賃貸業特化型Ｍ＆Ａマッチングプラットホーム運営への業種転換 藤沢商工会議所

関東 東京都 葛飾区 エイコー株式会社 3120001223576 キックボクシングジムが行う女性向け本格ボディメイクフィットネス 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 港区 株式会社チコ 6010401105242 花婿も輝ける写真撮影「俺流フォトウェディング」 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ｔａｂｌｅ 3140001067336 オンライン×アプリ型のコンシェルジュ！高級ワインのＥＣサイト 松尾　基司

関東 東京都 台東区 有限会社水風社 4010502022586 障がい者や社会的弱者のための次世代型就業継続支援事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｏｆｆｉｃｅ　ｈｕｍｉ　ｈｏｓｏｋａｗａ株式会社 3011001129510 ロケ弁・ケータリング事業から食のギフト事業への事業転換 西村　雅史

関東 東京都 墨田区 有限会社半田総業 2010602031860 植物幹細胞でお肌の再生を目指す若返りトータルビューティサロンの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 台東区 東京ソレイユ株式会社 8011501022061 消費者の生活・行動様式のシフトを捉えた、アパレルから飲食事業への転換 高松　佑

関東 東京都 文京区 株式会社ザクロス 7010001107844 低接触型痩身・脱毛・ファイシャル・ＢＢＬ機能搭載エステ事業 新城　裕史

関東 東京都 文京区 株式会社ベルツ 1010001013684 地域密着型の製本業界活性化事業 新城　裕史

関東 東京都 中央区 株式会社銀座ライス 5010001146530 瞬間冷却装置の導入による弁当・惣菜デリバリー事業への進出 株式会社ルーツ

関東 東京都 世田谷区 株式会社クロハシデザイン一級建築士事務所 7010901046027 箸置きの企画・販売により生活用品の小売業へ新展開 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 ビューティープラネット エステの学校・学べるオウンドメディア 東京商工会議所

関東 東京都 荒川区 株式会社ＫＡＰＦＩＬＭ 1011101064270 中小企業向け動画・ライブ配信アプリ開発によりコロナ禍での需要を取り込む 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 品川区 有限会社コスミックエンジン 9010702012738 顧客接点および顧客感情の一元管理システムの開発																 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 ベストプロフォース株式会社 4011101085685 美容サロンの空きチェアマッチングプラットフォーム運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社Ｄ－ａｓｓｉｓｔ 6011201020607 機器による脊椎セラピーで身体の悩みを持つ顧客を幸せにする 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 昭栄シャローム株式会社 4013301005489 溶着技術の向上による滅菌加工マスクの製品化と新分野展開 竹野谷　周久

関東 東京都 台東区 株式会社真多呂人形 3010501015732 フルオーダー対応による木目込み雛人形の新たな価値提案 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 千代田区 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 8030001105440 ペット関連サービスと飼い主を繋ぐペットタクシー予約機能付マッチングサービス事業 工藤　敦子

関東 東京都 国立市 株式会社青穂 4012801019081 飲食店経営の強みでコロナ禍の需要に応える冷凍食品の卸売事業 上野信二

関東 東京都 江戸川区 株式会社鹿倉商店 3011701003782 創業１１０年の老舗葬儀社が手掛ける　心を込めたペットのお見送り 橋本　和代

関東 東京都 品川区 株式会社グローブスタッフ 8010701035385 炙り寿司・炙り海鮮丼に特化したテイクアウト専門店 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 足立区 株式会社えがおのわ 6011801026920 児童発達支援の事業化による児童向け福祉サービスの多機能化 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 株式会社イールズ 2011101084383 がん治療患者等のＱＯＬを高める完全オーダーメイド医療用ウィッグの販売 河村　康孝

関東 東京都 渋谷区 有限会社静雲堂 2011002027664 キャリア教育用メディア開発による出版事業への参入とデジタル化 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社髪書房 9010401057662 美容業界初「美容師・企業が集うウェブプラットフォーム」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 Ｃｙｎｒａ株式会社 6011101091203 ゲーム業界で活躍できる人材を発掘する人材マッチング事業の開発 米倉　徹

関東 東京都 葛飾区 株式会社フジホーム 5011401017362 自社リソースで完結できる空き家再生事業による事業拡大 安田　史朗

関東 東京都 港区 株式会社ネットフィックス 9010401118472 完全テレワーク対応型の営業ＤＸパッケージ展開事業 坪井　亮

関東 東京都 八王子市 株式会社ヴィルタナ 5010101013151 ブロックチェーン技術を活用したＷｅｂ販売事業への転換と挑戦 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 足立区 株式会社ＳｔａｒＴｗｉｎｋｌｅ 9011801030837 在宅コールセンター運用の開発とコンサルティングサービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 目黒区 株式会社サングリア 3011001100487 高級隠れ家サロンが行うセルフエステ事業 木地　健介

関東 東京都 千代田区 株式会社自然学園 2011101008912 情操を育む様々な楽しい独自カリキュラムを行いお子様を預かる個別学習塾 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＸＩＶ 6010501028203 アフターコロナを見据えたジュエリー小売から二次加工への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｖ．Ｆ．Ｉ株式会社 8010501042540 ビジネスホテル内食堂運営から、調理技術を活かした一人立呑み居酒屋への進出。 経営創研株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ 7010901031334 ＬＩＮＥを活用したファン交流ツールの開発 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 エムズグローバルホールディングス株式会社 8010901002053 ２４時間営業・会員制シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 葛飾区 クーラダイニング 地元お花茶屋で昼営業中心の本格「さぬきうどん専門店」に事業転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 有限会社アレムコ 6030002018916 外国人バラエティタレントによる動画編集スタジオ事業（西麻布店） 後藤遼太

関東 東京都 文京区 株式会社光南 5010001117201 伝統産業（東京銀器）のＥコマースおよびＩＴを使った新商品企画と新規販路拡大 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社バブルス 2010401120658 ジュース専門店が果物に関する強みを生かして焼き菓子作りに挑戦する 一般社団法人渋谷区中小企業診断士会

関東 東京都 練馬区 株式会社ソイエ 9011601003687 高タンパク低カロリーのフィットネスフードを提供するスポーツジムの開店 谷川裕也

関東 東京都 港区 株式会社エクスマート 4010901020372 世界各地のローカルプリンを美味しくヘルシーに提供する　プリン専門店「プリンタイム」の開店 株式会社きらぼし銀行
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関東 東京都 荒川区 ツバキ ヘアケア・頭皮ケアに特化したカフェバー併設型美容サロン事業 川橋　隆則

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＨＳ 6011001126471 ダンスの習う教えるマッチングシステムＯＤＯＲＵ事業計画 森　健輔

関東 東京都 千代田区 株式会社メディアート 8010001019262 医療関連業界に特化したＬｉｖｅ配信スタジオ運営事業 鬼塚　明日海

関東 東京都 新宿区 株式会社ミドルウッド 3010401042926 金沢東山でのレンタルスペース事業 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 三鷹市 株式会社ザイヤ 6012401034859 エシカル・ＳＤＧｓを意識した木工品の製造販売で地域への貢献！そして既存内装業のシナジー効果を狙う！ 税理士法人ＳＶＣ

関東 東京都 品川区 株式会社ＧＩＰ 8011001060660 飲食店中心のフランチャイズ本部支援コンサルタント業からゴルフレッスンＦＣへの業種転換 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 港区 株式会社スタンドアローン 5010901035048 作曲から収録・編曲まで一気通貫かつ低コストで受託できるレコーディングスタジオ事業 菊池　友義

関東 東京都 北区 株式会社ピース 5013301035997 豊洲直仕入の海鮮を活かしたテイクアウト専門店開業による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 町田市 株式会社ジェイ・フリート 6011001058062 四国最西端の町で味わう健康と美容を追求した地域密着型のワーケーション「Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ　ＩＫＡＴＡ（仮称）」 榎並　由洋

関東 東京都 北区 有限会社田嶋屋 5011502003724 オンライン・ソムリエのワイン講座付きサブスク販売サービス 瀧野川信用金庫

関東 東京都 江戸川区 舞空間ばく スタジオスペースを活かしたレンタルスペース事業及びオンラインイベント事業の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 小川峰株式会社 4010501001888 生地の２次加工から生地製造へ進出し独自価値の幅を拡大する再構築 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 豊島区 株式会社ＶＩＶＡ　Ｌｉｆｅ 5013301043091 新店舗出店によるテイクアウト販売とＢｔｏＢビジネス開始 鬼塚　明日海

関東 東京都 江戸川区 有限会社甲栄企画印刷 5011702017185 洗剤を使わない機能水洗浄システム 東京商工会議所

関東 東京都 港区 有限会社ルート 8010402028936 財務会計等を直感的にわかる可視化ツールを開発しサービス提供 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社プランニングルーム・ヨコハマ 5010401070017 有名カレー店ＦＣ＋ゴーストキッチンの複合！新分野展開 表　順一

関東 東京都 港区 株式会社Ｐａｎｄａ　Ｌａｂ 9011601022274 『ＥＣ販売管理・業績管理ソフト（ＥＣ販売一元化ツール）の開発、クラウド型プラットフォームの構築による提供』 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＦＢＣ 8013301026218 特許技術を活用した、世界初の製品開発による新分野の事業展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社東九商事 9011001057210 最新のゴルフシミュレーターを活用した、スポーツバーへの事業転換 マーキュリー株式会社

関東 東京都 西東京市 株式会社百年会 7012701011169 医療とフィットネスとＤＸ導入を融合した訪問看護ステーション事業 一般社団法人経営コンサルティング協会

関東 東京都 荒川区 双葉クリンタオル株式会社 7011501008565 洗浄技術・配送網・顧客関係等を活かしたユニフォームクリーニング事業への新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 Ａｋａｔｏｋｉ株式会社 8010901049854 最先端ゴルフシュミレーター導入によるインドアゴルフ場の開発 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｅｒｏ　ｓｔｏｒｉｅｓ 8010401166605 親亡き後のお金・仕事の不安を解消できる障がい者グループホーム 田中　宏明

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＥｇｇＢｒａｉｎ 9010401096792 メタバース市場に向けた２Ｄ／３Ｄ映像変換自動化での新分野展開 川居　宗則

関東 東京都 清瀬市 ルーチェ ビジネスマン向けヒゲ脱毛をメインとした、生産性の高いセルフ脱毛美容サロン 白石　直之

関東 東京都 墨田区 合同会社ケ・セラ・セラ 3010603006480 動画コマース用の縦型動画制作事業 石割　寿志

関東 東京都 足立区 中華総菜　好味来 飲食店から中華総菜販売専門店への転換による事業再構築事業 石渡正雄

関東 東京都 港区 株式会社アンエンカウンター 5010401100203 無農薬米・野菜にこだわる居酒屋による法人向け配達弁当分野への挑戦 さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 有限会社ディーエイチプロジェクト 1010402023340 非接触・省人店舗化と自社商品のレトルト加工による業態転換 経営サポート株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社スタジオフーズ 7010701024397 小規模事業者の管理業務（バックオフィス業務）の運用代行 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ハー・ストーリィ 4240001014789 女性消費者に強いマーケティング力を養成するオンラインスクール事業 柴田　宏之

関東 東京都 調布市 株式会社ＳＨＩＭＯ企画 8012401033628 すっぽんの養殖・加工・アジア圏販売事業への新規参入 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 高梨直紘 アマチュアアーティスト向けレコーディングサービス事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東日本フーズ 5010401024848 アプリ開発＆ＲＰＡシステム＆サブスク導入によるリピート率劇的改善プロジェクト 田中　延幸

関東 東京都 目黒区 プルール株式会社 6180001133825 日本ワイン販売とワイナリーツアーを組み合わせたプラットフォーム展開 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 一般社団法人防災住宅研究所 3011105004361 防災啓発活動の拡充と被災地データ販売事業 株式会社成研

関東 東京都 港区 ロングブラックパートナーズ株式会社 5010001114826 ソフトウェアを用いた再生計画モニタリングツール開発事業計画書 猪口　建太朗

関東 東京都 中央区 美肌倶楽部有限会社 7010002037058 モノからコト、美容から未病復調、Ｂ２ＣからＢ２Ｂ２Ｃへ大変革 飯泉　悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ベンクス 8040001010879 中国本場東北料理店の開業による新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ルート・アンド・パートナーズ 3010001132425 キュレーションアプリの構築／運営による広告収入モデルへの新分野展開事業 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＲｉＳＳＨｉ 5011101089314 集客から配送機能まで備えたネットショップ運営事業に新分野展開 井下　佳郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＧＡＲＩＭＯＮＯ 5010903005676 「ＮＦＴ　Ｄｒｅｓｓ－ｕｐ　Ｓｎｅａｋｅｒｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」サービス 玉上　昌浩

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＵＴＡＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 7290001071195 自社の既存ユーザー（顧客情報）とＳＮＳノウハウを活かし社会貢献を目指したハイブリッド型サービス 森　健輔

関東 東京都 港区 ＹＯＲＩＳＹＡ エステ・ヘアメイク・ライター経験を活かしたエステサロンの経営 森　健輔

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＤＰ 8012301010132 人生１００年時代を生きる！健康分野の新しい運動提供サービス、筋トレじゃないエコボディジムへの転換 町田商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社エフユーアイジャパン 1010401098235 ＩＴ化により効率化されたオーガニックショップ、カフェの開設 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 サンライズパブリッシング株式会社 2011001124867 動画コンサルティング事業を手掛け、中小企業とともに成長する 加藤　祐輔

関東 東京都 中野区 株式会社セラート 5011001114510 映像配信スタジオ転換による高付加価値化事業 岡本　崇志

関東 東京都 新宿区 株式会社アル・シェア 3040001076413 プロの声優が教える「声のコンサル」の販路拡大による事業再構築 石井　寛

関東 東京都 目黒区 株式会社ＧＥＮＥＬ 2011001119537 作業用ラグジュアリーブランドアイテムのオンライン販売 ストラーダビジネスサポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 まぜそば三つ星 エシカルなアパレルファッションのＥＣサイト販売事業 株式会社クロスタウン

関東 東京都 渋谷区 合同会社セネリアス 3010103001379 投資専門プログラミングオンラインスクールと投資専門ソフトウェアの売買プラットフォームの構築 さきがけ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社チルアウトジャパン 1011001103368 エステサロンの知見を活かした、オリジナル化粧品開発と非対面でのＥＣ販売事業 井上大輔

関東 東京都 八王子市 合同会社ＳＳＲ 6010103001500 五穀みそらーめん味噌之介八王子市南部ロードサイド店事業 今橋　英士

関東 東京都 千代田区 株式会社マチス教育システム 4010001119322 ＮＰＯ法人と連携した食品ＥＣサイトの運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社風樹 4010001136391 コロナ禍に打ち勝つ！広告業から伝統工芸品の越境ＥＣ事業への業種転換 星野　裕幸

関東 東京都 板橋区 栗原昌弘 商品情報からＣＯ２排出量を自動算出するシステムを開発し、ＥＣサービスのカーボンニュートラル実現を支援 伊東　修平

関東 東京都 葛飾区 まりじゅ 新鮮な魚介類に特化した日本酒と和食居酒屋の店舗経営 加藤　丈博

関東 東京都 目黒区 ＭＴＣ－ＤＯＧ 店舗型から出張型ペット訓練事業へ 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＤＡ 9010901041942 照明・音響設備を完備し動画撮影に適したダンススタジオの提供 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 中央区 株式会社ＧｉＦＴ 8010001201118 ミシュラン掲載店出身の中華シェフが本気でつくる担担麺と餃子専門店の展開 ＭＧＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＵＥ 9011001105828 ネギ料理の全国展開に向けた加工所の新設 西武信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社アイラリー 8011501017805 保育所の環境向上のための、保育園経営者向け経営相談・マネジメント（サイト・アプリ）の運営 小林　暢浩

関東 東京都 港区 株式会社スーパーキャスト 8010401014755 マルチスキル人材が提供するサードプレイス　～首都圏のカフェで信州との懸け橋に～ 株式会社八十二銀行

関東 東京都 世田谷区 ＮＥＹＩＬｉｎｇｅｒｉｅ 肌にも環境にも優しい１００％シルクランジェリーの販売 税理士法人清正

関東 東京都 渋谷区 ａｌｌｙ株式会社 8011001125661 「売って欲しい人に自社商品やサービスを売ってもらえる　ＥＣ　サイト」 株式会社アサユナイト

関東 東京都 中央区 ビジューライフ株式会社 3010001158271 個人事業主向けの汎用型ホームページテンプレートの販売でＶ字回復 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社バンブーインターナショナル 8010901017828 不動産販売業務サポートシステム構築の導入計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 武蔵野市 株式会社リアライズ 7012401014447 飲食起業家向けデリバリー付シェアオフィス＆オンラインサロン 林田玲子

関東 東京都 目黒区 Ｂｅｌｌｓ ホットドッグ店から居酒屋業態店舗への事業転換とＦＣ展開 尾関　亮

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｒｕｌｅｒ 7011101077928 キャリアプラン＆事業拡大を実現！有益情報を発信するＮＦＴメディア運営 松山　亮樹

関東 東京都 八王子市 合同会社ウィル４５ 6010103000659 最先端のアンチエイジング機器を導入した美容・健康サロンの新規開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 江戸川区 株式会社マツキ 5011701007336 手に取るみんなを笑顔にする魚釣ルアーと廃材アート事業 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 アイ・ペアーズ株式会社 3013301031775 メタバースに特化したライブイベント制作・配信事業に挑戦 尾亦　周平

関東 東京都 港区 株式会社Ａ－ｐｒｏ 4010401088175 外食企業へのＢｔｏＢ事業からドリップ珈琲を利用した観光土産品開発販売ＢｔｏＣ事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＺＯＯ 1011301013473 世界初製法の揚げ焼きパンを自社開発し製造卸売業への新たな挑戦 杉田　浩二

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラ・コンフィー 4011001040922 おしゃれなアパレルブランドが経営するカフェスタンド Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 大田区 Ｋａｍｉｋｕｒａ 医学的知見に基づく安価で安全なホワイトニング事業への進出事業 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 ＰＢＪ株式会社 6011801026169 野菜や果物をブレンドしたアイスクリームのテイクアウト販売事業 城北信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社カルディア 3030001128677 ｅスポーツ業界関連技術を訓練できる！就労継続支援Ｂ型事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社パラダイス・カフェ 9011001070130 広告表現を拡大するためにデジタルアニメーション技術を導入 宮嵜　栄二朗

関東 東京都 武蔵村山市 グローリー株式会社 3012801008960 省人化移動式販売車両架装事業の開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 あきる野市 株式会社日本空間 9013101007879 西多摩地域における中古戸建住宅のワンストップ型リノベーション事業 多摩信用金庫

関東 東京都 国分寺市 株式会社ヴィレッジウェル 7012801017545 医療看護・介護福祉系人材マッチングプラットフォーム事業 多摩信用金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社メントール 6010001145894 動画とセンサーで自己修正する発音矯正サービス 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 1120001176165 料理動画需要を取り込むレンタルキッチンスタジオ事業への進出 三橋　心

関東 東京都 世田谷区 有限会社デンティフル 4010902023779 歯科医院お助けソフトの開発・販売 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 ドリームプラス株式会社 6010901038280 日本のＩＰ（漫画・映画・テレビドラマ等）と海外をつなぐオンラインシステム提供事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 有限会社ねぎコーポレーション 7030002117064 スマートゴルフ事業による店舗スペースの有効活用 岡野　英之

関東 東京都 港区 株式会社１０３１ 2010401137677 ヘアサロンから事業再編・業種転換によるドライフルーツ事業構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

関東 東京都 千代田区 ＧＩＧＡ株式会社 9010001211215 動画制作におけるクリエイターと顧客を結ぶマッチングビジネス事業 中居　広行

関東 東京都 中野区 株式会社１２ｓａｉ 6011201019153 プロの脚本家が挑む！子供向け教育特化型ライブ動画配信サービス 表　順一

関東 東京都 世田谷区 株式会社ユニレージ 8011301024662 ロボット玩具活用型ＳＴＥＭ教育への業種転換事業 嶋津幸男

関東 東京都 港区 ＷＲ有限会社 9010402034586 銀座老舗クラブによる一人火鍋屋という新事業展開の実施 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社海琳堂 9010601045269 酒類販売業からクラフト梅酒の製造業への新分野展開 合同会社岩元事務所

関東 東京都 港区 株式会社日本エスコ 5010401022298 ＱＯＬ向上に寄与する睡眠サポート・サプリメントの開発・販売 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社オカシオ 2011001045824 飲食店から食品メーカーへ 大庭　康孝

関東 東京都 中央区 株式会社でですけ 4010001137200 セントラルキッチン、日本料理店開設による販売チャネルの多角化 廣瀬　好伸

関東 東京都 台東区 株式会社Ｎ　ｓｋｅｔｃｈ 6030001092532 ＩｏＴデバイス・サービスの開発及び品質管理・梱包発送体制の構築 三浦　勝

関東 東京都 港区 グラネス株式会社 6010401071071 ＤＸで最高の顧客満足を！オートクチュールシステム構築への挑戦 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 東大和市 ラウンジ　アモーレ 鋭い観察眼を持つ店主が集めた本物志向の雑貨ショップで再出発事業 牛山　淳一

関東 東京都 港区 Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ株式会社 2010001152564 新規事業「通訳案内士が作るツアー販売事業」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 有限会社アルテ・アッシュ 4011002014693 奄美大島食材冷凍加工施設整備事業 鹿児島県商工会連合会

関東 東京都 目黒区 有限会社申し訳 5110002034245 音楽イベント制作からライブダイニングバー店舗経営への業種転換 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 三勝株式会社 1010001044192 ゆかた博物館を併設した日本文化発信型の東京ゆかた直営店の設置 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 割烹すずき プロの和食料理人の技術を活用したオンライン・マルチリンガル料理教室と和惣菜のテイクアウト販売 チェスナット税理士法人

関東 東京都 目黒区 合同会社アナザーハンドレッドイヤーズ 9011003010803 宝飾ノウハウを活用した硝子アートインテリア（照明）製造への転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 オステリア　キーヴォ イタリアンレストランの２階にオリジナル洋菓子提供するカフェを設立 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミリオンオークス 3012401019020 セルフエステサービス進出によるサービス総合化とＥＣサイトの改善 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 スヴェート株式会社 4011801031055 新型コロナウイルスによる居酒屋事業売上低下に対応するための焼肉事業進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｅｎａ 4040001089190 ＤＮＡ診断と紐づけたトレーニングシステムの開発販売事業 柏商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社アファール 6020001061686 デジタルサイネージの価値を高めるコーティング事業 伊藤　洋介

関東 東京都 港区 株式会社ｉｒｉｓｔｅｌｌｉａ 5010401121538 高級輸入下着「ＭＯＳＫＯＶＡ」における日本限定デザインの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ヒューマンスタイリング 6013301029528 透析クリニック運営事業への業態転換、および透析クリニックのＦＣ事業化 株式会社東和銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社ビーフォレスト 1140001031285 将来の所属タレントを発掘育成することを目的としたダンススクールの開設 鈴木　良洋

関東 東京都 三鷹市 株式会社オフィスキナイ 9012401020336 メガ観光エリアに隣接した山間部での、日本初の里山サファリプログラム提供事業 横堀　健

関東 東京都 北区 合同会社倉田屋 3011503004104 廃棄芋の食材ロス削減に取り組むキッチンカー事業 エース税理士法人

関東 東京都 千代田区 ワンダラーズ株式会社 3013301029514 非接触型のアプリ導入をしたワンオペレーションによるインドアゴルフスクール事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社麻布ＡＯＹＡＭＡ 7010401019086 豊かなライフスタイルのためのギフトと宝飾品の販売相乗効果発揮 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 練馬区 東京夜市 キッチンカーによる海鮮料理の販売事業 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 リカバリ鍼灸院エビス 最新の身体測定機器導入によるヘルスコンサルタント事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＫＡＭＡＤＯ 8010901046389 ＯＵＲ　ＡＲＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ　ＢＹ　ＫＡＭＡＤＯ コンパッソ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社システムソリューション 1010501042828 海外在住でも支援可能！外国人学生向け日本ＩＴ企業就職支援サービス 塙　健一郎

関東 東京都 練馬区 彫刻リンパエステサロンヴィフルール ３０代～４０代男性向け薄毛改善・白髪予防のヘアエステサービス 塩津　友輝

関東 東京都 千代田区 株式会社予防医学研究所 2010001139074 アプリ機能と非対面カウンセリングによって、健康経営の促進を図るサービス 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 板橋区 四谷倶楽部 瞬間冷凍機が可能にする総菜のテイクアウトとＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 株式会社プロダクションガレージ 3011301022869 小規模体制で実現する、次世代高品質動画制作で企業・地方自治体をＰＲ 税理士法人阿部会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社月華美神 3011101077378 本格中国料理を製造・販売する「無人店舗販売」事業による非対面ビジネスの展開 薄井　保男

関東 東京都 新宿区 株式会社アドリベラル 5011101043584 バスケットボール用ユニフォーム販売への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社シーズ 6010702015421 社交ダンス衣装の輸入販売事業から「リユース販売」「商品撮影代行サービス事業」への新規参入 株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ

関東 東京都 大田区 株式会社朝日企画 8010901000511 地元を盛り上げろ！人・地域・雇用をつなぐコーヒースタンドの開業 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 日野市 アジェンズ株式会社 3010401118081 クリニックの売上増加に貢献するテレビ会議通販型オンライン診療システム事業 横山　禎一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エイチラボ 3011001146919 化粧品業態許可取得によって実現する小売業から製造業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社平版印刷 5010701008930 地域限定サイネージ事業「ゴタビジョン」による新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｇａｌａｌｉ 3010001161713 ナチュラル手作り化粧品類のセルフ・インフルエンサーＤ２Ｃ事業 税理士法人峯岸パートナーズ

関東 東京都 練馬区 株式会社ＨＡＯ 3011601022998 リネン類に特化したコインランドリー開設。コロナ渦で向上した衛生意識に応える新事業。 薄井　保男

関東 東京都 大田区 ボーホーネイルズコレクション ネイルサロンとジュエリーの製造販売で手元のコーディネートする新事業 共立信用組合

関東 東京都 調布市 調布バル・カベソン 「焼肉事業」と「テイクアウト営業・ＥＣ販売」並行立ち上げによる売上の最大限化 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＲＩＮＵＳ 8010401115347 長尺の「枝もの植物」サブスクリプションサービス 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＡＣＣＩ 2011001106790 原宿のイタリアンが宮古島でアパレル雑貨販売兼居酒屋を開始 納塚　大

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｕｎｕｓｕａｌ 7011101071906 個人クリエイター営業支援事業「Ｆｕｎｄａｔｉｏｎ」 サポート行政書士法人

関東 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯ　６Ａ 編集者目線で作る時間貸し撮影スタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 北区 まちづくり北株式会社 6011501013062 来場者が多く集まる飛鳥山公園内での焙煎コーヒー販売の新分野展開 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 豊島区 明徳企業株式会社 6011301007041 池袋中華街の一台湾料理店が挑戦する真空パック製造販売事業 株式会社Ｖコンサル

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＬＯＷ　ＴＯＫＹＯ 6011001127932 ケータリング事業から飲食店向け調理済み食品の製造、販売事業へ進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社フェニックスインターナショナル 6010001194553 オリジナル・サステイナブル素材の開発 アクトアドバイザーズ税理士法人

関東 東京都 新宿区 スクイント合同会社 2011103009000 高性能撮影機器による新分野展開、映像制作の一体型サービス 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 ラスールデザインオフィス 住宅街を商圏としたオーダーメイドペット雑貨の無人店舗展開と関連ショップへのチェーン店展開 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社グランドメソッド 1010001200588 健康部門・サプリメント事業の新規展開 中島　由雅

関東 東京都 中央区 株式会社シティウェブ 6010001102482 都会と里山の交流人口を増やすビジネス・ワーケションハウス 市原商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社プラスカラー 3011001094044 広報コンサル事業の知見を活かした、広報人材のオンラインオンライン育成事業の構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＮＪＡコーポレーション 2011001090614 既存顧客のネットワークを活用したリユース事業 税理士法人清正

関東 東京都 港区 カイト株式会社 3010401075967 「自宅でものづくり（ハンドメイド）」をテーマとした動画教材配信と販売チャネル構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 ビューティーアンドリッチ セルフ脱毛導入によるサロン運営 髙橋　基貴

関東 東京都 世田谷区 プラージュ 女性活躍、独立支援、健康をキーワードに発信する女性活躍のプラットフォーム事業 鈴木　正子

関東 東京都 台東区 ＶＯＬバイシクルプラスワン株式会社 4010601052071 サイクリング拠点の開設による自転車複合サービスへの進出 馬場　正博

関東 東京都 港区 有限会社菩提樹 2010402036465 そばの生産技術を生かした長期保存が可能な製麺事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 八王子市 株式会社ＥＦＦＥＣＴ　ＤＥＳＩＧＮＳ 8010101012588 東京八王子の地域産業資源を活かした「アウトドアブランド」事業 税理士法人ＶＥＲＴＥＸ

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＶＥＲＮＩＳ 9011003008673 法人向けネイルサロンコンサルティングの経験を活かした個人向けネイルスクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 ＢｅｅＤｏｔ株式会社 4011101071330 個人事業主向けのＷｅｂマーケティング教材動画コンテンツ販売 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 文京区 株式会社ＧＦＪ 1010001184682 高級宮崎牛を手ごろな価格で提供できる焼肉事業 遠藤周作

関東 東京都 大田区 株式会社大東工業 6010801006692 成長戦略に資するパワー半導体製造装置部品の高度化を図る業態転換 株式会社やまと経営

関東 東京都 立川市 株式会社カメプラン 7012801021605 脱炭素社会の実現に貢献する住宅設計コンサルティング事業 立川商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＤＡＴＡＦＬＵＣＴ 9010001198188 データ活用コンサル事業から持続可能型アルゴリズムサービスへの業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 調布市 株式会社調布清掃 6012402011799 プラ資源循環をリードするケミカルリサイクル向け産廃中間処理事業の始動 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｄｅｇａｓ株式会社 7011001125092 樹液流センサーによるカーボンクレジット測定・生成システム 塩津　友輝

関東 東京都 大田区 有限会社ホープ・インダストリー 9010802013033 ハイブリッド加工による高付加価値化で次世代パワー半導体の普及に貢献 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 ｂｉｔＢｉｏｍｅ株式会社 4011101085958 膨大な微生物ゲノムデータを基にしたバイオプラスチック合成／分解酵素のバイオものづくり 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 港区 株式会社ｒｅ 8010401141327 低価格クラウド型デジタコの開発とＪ－クレジットコンサルティング事業 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 東明興業株式会社 7011601004786 混合廃棄物処理ラインの高度化による資源循環型社会への貢献 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 オーブ・テック株式会社 3011401001153 鉛電池再生事業への展開 寺島　滋

関東 東京都 豊島区 株式会社パラマウント 8030001097892 貿易会社による持続可能な開発を目指すプラスチックリサイクル事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 モルゲンロット株式会社 1010001200092 再生可能エネルギーを活用した、分散型グリーンデータセンターサービスへの挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 品川区 新輝合成株式会社 4010701028509 バイオマスプラスチックを用いた環境負荷の低い建築材料の製造販売 株式会社足利銀行

関東 東京都 港区 ｅｌＤｅｓｉｇｎ株式会社 1010401113101 Ｐ２Ｐ電力取引・トラッキングプラットフォームの開発提供 税理士法人シリウス

関東 東京都 港区 アジアバンクホールディングス株式会社 9011101070113 木質ペレットの販売事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社宮川商店 5010001030255 特殊鋼材を精密板金加工する新事業を展開し、構造物の長寿命化に貢献する 西川貴人

関東 東京都 港区 ニッコーシ株式会社 7010001053741 パワー半導体製造装置向け高精度パーツの生産技術開発・量産体制の構築 株式会社東邦銀行

関東 東京都 豊島区 マテックス株式会社 8013301011855 環境配慮型の新工場を建て、トリプルガラスの製造ラインを構築し、カーボンニュートラルに資する市場を創造する 青野　雅恵

関東 東京都 千代田区 マテリアルワークス株式会社 8010001131736 マテリアル卸売・倉庫業からケミカルリサイクル製造加工業（再資源化）への新たな挑戦 株式会社千葉銀行

関東 東京都 荒川区 高六商事株式会社 3011501006358 再生リペレット材用いたコンパウンドから粉砕材を活用した製造・販売事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ｂａｊｊｉ 5010001200056 「環境設備」と「消費者」の距離を縮める気候テックサービス 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 東京都 杉並区 マルチプリケーション株式会社 6011001073409 アンドロイドナビ装備、ペット可の高級車のカーシェアリング事業への進出 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社サムライ・エンタテインメント 9011201011909 ママ、パパへ子供向け音楽の情報をお届けするＷｅｂメディア事業 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 株式会社エース・プランニング 4011701014894 中高年女性を美しく！脱毛・痩身・美顔のエステサロン事業！ 須永　達也

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｏｕｓｅ 5010901037754 コーヒースタンドの新設による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 立川市 株式会社成羽興業 3012801018101 地域と建設業界の「健康と発展」を支える“美容＆整体“の複合サロン事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社クーラ 7010401082836 髪質改善を専門にした、顧客満足度とリピート率の高い髪質改善専門サロンの開設 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 チームピボット株式会社 6011101082862 動画配信サービス新設による事業の再構築 河合　翔太

関東 東京都 目黒区 アヌーク 建築を活かしたこだわり空間のＢＯＯＫ　ＣＡＦＥ 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＥＥＣＨ 2010001188798 広告チラシ効果検証システムの開発、企業の開業を支援し、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ファンハウス 8011201015340 オンライン不動産教育とテイクアウト型飲食店による長期的な収益拡大と安定化 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 アンドクッキング ヴィーガンスイーツの製造販売事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社永輝 4012801019478 車が手に入らないを解決する。外国人をメイン顧客に据えた中古車販売 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 世田谷区 株式会社三光商事 1010902006365 アスリートとのネットワークを活かし身体矯正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 東京都 足立区 株式会社田辺玩具製作所 9011801009740 ポストコロナに対応した待ち時間対応用筐体ゲームの販売事業 東　俊道

関東 東京都 渋谷区 いんぼすこ オンライン専用の注文システム活用によるＤＸ業態転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ファンゴー 6010901013630 テイクアウトやオンラインショップを準備し、定食も含めた大衆酒場を新規出店することによる事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 有限会社Ｃ－ＷＩＬＬ 2010402029007 飲食店独立開業者を支援するコンサルティング事業への進出 岡村　榮二

関東 東京都 港区 株式会社ジェイトラスト 8010601043257 【小豆島】ラグジュアリーホテル＆ワーキングスペースの開業 税理士法人たいよう総合会計事務所

関東 東京都 世田谷区 株式会社クルヴェル・キャン 5010901003434 ＤＸを活用した地域密着飲食店支援の非対面ビジネスモデルの確立 時長　大志

関東 東京都 東久留米市 合同会社ｉｍｉｕｍ 2011603001076 東久留米発祥の働く美容ママ達がもてなす、スペシャルティコーヒーカフェ癒し空間事業 山部　浩平

関東 東京都 目黒区 パークフィールド株式会社 1010401047340 ペットサロン向け予約・決済システムの開発・提供事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 日本アールアンドイー株式会社 1010401098094 システムを使用した中小企業とＩＴフリーランス人材のマッチング 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 株式会社オクムラ 7011001004981 イートイン業態からテイクアウト専門コロッケ製造販売業に取組む エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社誠和内装 7010401101125 海外富裕層に向け「国内不動産仲介事業」参入 坪井　亮

関東 東京都 港区 コンテンツイズキング株式会社 1010001181696 オフショア開発を行いたい企業と海外開発会社とのマッチング事業 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 品川区 ＯｈＹｅａｈ有限会社 9010702015096 ３Ｄレッスン動画＆ライブの配信クラウド事業 早速　倫章

関東 東京都 清瀬市 株式会社４Ｕ 8012701013833 マンションの外壁塗装業者向け、ロープアクセス工法の研修サービス 塩津　友輝

関東 東京都 多摩市 ポジティブワン株式会社 2013401005102 独自設計・機構による超小型・高性能な集積回路の開発・製造 渡邉　秀幸

関東 東京都 台東区 川村通商株式会社 8010501002420 皮革材料卸からＤＩＹ市場「ワークショップ」事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｂａｒｉｓｔａ株式会社 8011001063382 新分野のライブゲーミング市場参入による事業再構築計画 早瀨　篤志

関東 東京都 豊島区 有限会社アブラッソ 9011202001082 通所介護支援ノウハウを活かし、アクティブシニア向け飲食店事業へ挑戦！ 税理士法人中山会計

関東 東京都 杉並区 アクシス株式会社 3011301000189 製造部門の内製化によるＱＣＤの高度化、経営基盤強靭化事業 飯能信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ダブルブリッジアドバイザリー 8010601041483 マッチングサイト構築による需給ギャップ解消 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 有限会社常陸機械製作所 9010502009488 既存事業の技術力応用による発展途上である医療分野事業への挑戦 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社メディアエクシード 5010401109608 全国の皆を笑顔にする隠れた名産品サイト 城南信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社ディーエスエスアール 4011002025534 ライフスタイルを提案するＥＣモールの展開事業 野竿　健悟

関東 東京都 文京区 株式会社Ａｄｄｏｔｔｒｉｎａｒｅ 7010001184768 新業態参入による事業再構築　ＷＥＢ×受験コンサル×個別指導 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＥＶＩＳＩＯＮ 3011101089423 次世代型３６０度シアターを実現する裸眼立体視メタバースの企画・開発 西村伸郎

関東 東京都 板橋区 株式会社平塚工務店 1011401013150 ライセンス契約によるラーメン店舗の業種転換 黒瀬賢史

関東 東京都 立川市 株式会社エルフ 5012801003984 電力線通信を活用した高齢者の安心安全のサポート事業への新展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 有限会社Ｔ’ｓシステムズ 3011102027002 安心安全に上達できる『非接触型卓球場』への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社とんぱた亭 6010801013235 ラーメンの聖地、横浜の老舗ラーメン店が自社製麺所の運営に挑戦 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社２ＰＳ 1011001110546 新たに取り組む動画配信事業で積極的な新分野展開を実現 佐々木　亮輔

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋ２店舗開発オフィス 7011101055826 競合回避と感染リスク削減を実現した２４時間無人室内ゴルフ場展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 フェリック株式会社 6010001055929 世界初！温度制御の付いた「火を使わないお灸」の自社ブランド販売に挑戦する再構築事業 株式会社足利銀行

関東 東京都 港区 株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ 6010001097252 中小企業の新業態の支援となるデータベースサービスの新分野展開 アクタス税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社イマジンフード 8013201018001 住宅一体型トレーラーのデザイン販売事業 長岡　孝之

関東 東京都 日野市 有限会社塩麦 3013402006718 高幡不動名物・桑の葉を練りこんだ「桑の葉うどん」販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 調布市 株式会社アイ・エス・エム 2013401006166 世界自然遺産「やんばる」を体験するグランピング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 有限会社味玄食品 1011302000413 酒類販売業進出で総菜事業との相乗効果による事業再構築 阿部　守

関東 東京都 足立区 有限会社Ｊ－ｔｒａｄｉｎｇ 8011802029235 食肉の卸販売業者が、自ら厳選した高品質の肉を使った自家製チキン 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 合同会社ＳＴＥＬＬＡ 9010503004728 長期契約の常識を覆す【１回ごとのお支払い】低価格短時間脱毛エステ事業への新規参入 森田　昇

関東 東京都 渋谷区 株式会社セリエ 2011001012584 「フットボールに特化した次世代　３Ｄ　オンラインシステムの構築」 小林　孝至

関東 東京都 豊島区 永田　マリヤム 真鶴の海が見晴らせる「イラン料理カフェ」を開店、イベント企画で地域の魅力を発信 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中野区 エムエスピー販売株式会社 4011201006715 新型コロナウイルス及び物価高騰による車輌登録システムの売上高低下に対応するための温湿度監視システムの開発 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＭＰＲＩＮＴ 7011001070355 “トレーニングシェア“アプリ開発・新サービスリリース 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 ＶａｈｓｉＡｔ８９株式会社 7011101040308 神奈川県真鶴に「神の木」が拝める新名所を作る、地元の方と協力し地域活性化に貢献 株式会社シャイン総研

関東 東京都 豊島区 株式会社インテルバイザー 5013301043224 電子データを管理・共有できるクラウドサービスの開発による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社スマートヴィレッジ 6011001093340 食生活まで改善できる総合オンラインダイエットプラットフォームの構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ティ・ビー・ブレインセンター 7010001143732 ベトナム向け液式デシカント空調機製造技術の輸出 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＡＣＴＯＲＹ 4011001133841 フランチャイズ展開を視野に入れたパーソナルトレーナー養成講座 星野　裕司

関東 東京都 江東区 ＫＯＩＦＡＭＩＬＹ株式会社 8020001120085 コロナ禍の市場ニーズに応える飲食業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 中央区 株式会社東京食品 1010001152383 新規事業の「冷凍片貝」をアジア諸国や日本国内にも販路拡大へ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 株式会社精好堂 3010001097973 環境に優しいＶＯＣ不使用の製版方法で飲料缶印刷に向けた新分野を展開する 株式会社経営ソフトリサーチ

関東 東京都 港区 ウィルメディア株式会社 1010401061110 「動画活用型特定技能外国人採用支援サービス事業」の展開 一戸　雅行

関東 東京都 渋谷区 大河株式会社 5011001037892 健康状態を評価可能な脈拍測定端末の開発で新たな収益源の構築 株式会社シャイン総研

関東 東京都 大田区 株式会社フューチャーノット 6010801028019 揚げたて天ぷらを食べながら気軽に一杯飲める酒場の新分野展開 吉田　昌幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社ポジティブアンバランス 7140001038102 廃棄される規格外野菜を使用した、目の前で絞る生絞り芋モンブラン専門店への業態転換 長岡　孝之

関東 東京都 台東区 タケオニシダ・ジャパン株式会社 4010501041587 タケオニシダブランドを冠した宿泊施設事業の展開 手塚　誠

関東 東京都 新宿区 有限会社東京水上倶楽部 9011102000936 日本全国からの来店客に対する冷凍ピッツァの通信販売事業 第一勧業信用組合
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関東 東京都 中央区 株式会社アージュ 1020001122229 日本の優れたフィットネスをジャカルタで展開し、「ＪＡＰＡＮ」ブランドを向上 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ゼロック 1010401133784 太陽光事業から脱炭素経営戦略コンサルティング事業への転換 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 羽村市 株式会社桝鮮 1013101001641 大規模居酒屋店から、働く女性向け小規模専門飲食店への転換 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ハイブ 1010901028427 自社工場建設による有機発酵食品製造事業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ＧＥＡＲ 3013201016100 軒先を間借りしたテイクアウト専門飲食店への新分野展開 長岡　孝之

関東 東京都 稲城市 株式会社育信金型 1013401000062 加工技術活用と５軸ＭＣ加工機導入で航空機・電気自動車分野に進出 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社イズアソシエイツ 5010401002614 当社のブランディングノウハウを活用した、企業とコンサルタントのマッチングサービス さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ブレンジ 6020001054236 ＡＩ搭載車両管理システムの開発及びクラウドサービスの提供 芝信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社ＺＥＲＯ 6011801016913 「ハイブリッド型ゴルフクラブフィッティング」事業の構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｅｐｏｃ 5010401100129 日本の魚食文化の再構築を図る水産品のサブスクサービスの展開事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ワールドワイドウィングス 3011001110313 少人数制バイリンガル教育の実績を活かした認可外保育所事業の開始 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＣＨＯＬ 2011001126888 奨学金アルムナイプラットフォームの構築及び提供 坂上　志歩

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ユー・イー・エス 7012701007555 レーザー加工機保守技術を活かしたリモートサポートセンターで産業のＤＸを加速！ 多摩信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社レイヴ 5040002016003 ダンススクール運営の知見を活かした最先端インドアゴルフスクールへの新分野展開 森田　昇

関東 東京都 板橋区 株式会社東海精機 5011402006257 産業機械部品から産業ロボット部品分野への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 八王子市 株式会社ヘプレグス 5030001013506 既存の知見とシニア用賃貸住宅を活用したシニアフィットネス事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社フィナンシャル総合研究所 8040001079989 医療機関向けのカルテ受け渡しトレイ製品の販売ならびに医療機関・施工業者のＷｅｂマッチングサービスの構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 荒川区 有限会社タカネット 4011502014714 近隣の需要増加に対応する為の弁当販売店・イートイン店への再構築 野口　義幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社インシュアラ 4011501019953 先端ＩＴ技術を活用した建設・産業廃棄物事業者のマッチング事業計画 高崎文秀

関東 東京都 港区 株式会社Ｙｏｓｈｉ２＆Ｃｏ． 6010401132757 「笑顔を作る」専門性の高い歯科クリニック事業 竹中　啓倫

関東 東京都 新宿区 有限会社みねや食品 6011102012513 天然酵母の美味しいパンを全国へ　冷凍パンの製造販売 興産信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社アールクラブ 4010902016931 「思い出をデザインできるグランピング」事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 目黒区 きてん 宮崎地鶏や宮崎野菜を活かした商品の製造とＥＣサイトでの販売 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇ．Ｓ．Ｐ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3011001104034 サイバーセキュリティ事業 ＫＭパートナーズ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社ミュート 6010501031421 雑穀等地産品を活用した食物アレルギー対応食品の製造とＥＣ販売による全国展開 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 ニュートラルスタイル 施術者マッチングサイト構築でのリラクゼーション業界活性化事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ロータリーギフト 2010001008535 今まで１００％来店型かつ対面販売だった当店が最先端のＥＣサイト及びアプリ開発により来店不要かつ遠方の顧客を獲得する新分野 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＰＩＧＮＵＳ 4011101079200 自社に最適なＩＴツールの選定を支援するＷｅｂサービス「ＩＴ製品ドットコム」の運営事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社センクシャ 6011101083415 リギング装置の導入による舞台美術製作から大規模ステージ設営への業種転換 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社架け橋 4011101072386 パーソナルジム事業への新規参入による業種転換型事業再構築計画 奥田　剛史

関東 東京都 新宿区 株式会社エス・アイ・ジェイ 8011001055669 企画力、スポーツ業界ネットワーク、システム構築のノウハウを生かし、デジタルスポーツビジネスへ挑戦！ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 バルビーノ 理容のトレンドリーダーが提案する個室型脱毛フェイシャルサロン 惠美須丈史

関東 東京都 町田市 株式会社ＧｒａｎｄＤｅｓｉｇｎ２１ 2012301003075 不動産賃貸事業からコワーキングスペース事業への新分野展開 井下　佳郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユウクリ 1011001023772 ｅスポーツで社会を元気に「ｅクリエイトスペース」による新展開 三浦　義広

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｆｉｎｅ 2010001126700 フリーランス美容師に活躍の場を提供する時間貸シェアサロン運営事業 森田　昇

関東 東京都 渋谷区 オーロラ株式会社 7010001013456 業界初！老舗メーカーのデジタルオムニチャネル小売事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 八丈島八丈町 合同会社百寶堂 9010003028582 八丈島の観光資源と地域連携による新ワーケーションサービスの提供 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 杉並区 有限会社うな藤 1011302010791 こだわり冷凍うなぎ蒲焼のインターネット販売に挑戦 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 足立区 魚人 プロの料理人がプロデュースする、本格的な惣菜・レシピ・出汁・無農薬野菜等を提供する販売店の構築 足立成和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社デザイン・ドリブン・イノベーション 4010401113973 自動販売機の売上情報等データ収集サービスとキャッシュレス決済サービスの提供 湘南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社マルエムＰＯＰ 8010501016949 オンラインで見える化できるクリーンルームの導入で　高いデザイン力を活かしたクリーン製造への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｔ－Ｈｏｒｓｅ 2010401143106 幼児から大人まで家族連れで楽しめる室内釣堀事業への業種転換 かながわ信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ほけんのパートナーズ 4011401016183 経験豊かな人材リソースを活用したフランチャイズ珈琲事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社イミロア 2010701019146 コロナ渦で注目の「ライブコマースメディア」の開発・展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 江戸屋株式会社 6010901001890 映像配信機能を備えた、ギャラリー併設の多機能　撮影スタジオ運営事業 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社永生商事 6010701026452 ポストコロナを見据えたデリバリー特化の飲食店への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中野区 株式会社そういく社 4011201011087 医療系学部志望学生と講師とのマッチング・プラットフォーム事業 谷　進二

関東 東京都 墨田区 株式会社オリハラ 8010601036120 創業１００年老舗葬儀社がオンライン葬儀の導入による少人数・低価格の「小さなお葬式」対応型施設へ大転換 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 協和工業株式会社 7010801002864 プレスレスフォーミング工法と３次元測定機を用いた短納期かつ精密な大型部品の少量生産体制の構築 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｇｒｏｕｐ 2011101071274 在日外国人向けキャンプ場とのマッチングプラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 中央区 サンアロー株式会社 7010001045012 カーボンナノチューブを用いた複合製品による新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 大田区 有限会社ＪＣＵ 2010802019961 これからの日本の音楽文化を支える今までにない画期的なリハーサルスタジオの運営業務 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 青山建物調査株式会社 1011801025456 藍染め技術を活用した商品開発で日本文化を守り、事業の再構築も実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 足立区 株式会社ダイニングフォーザピープル 6011801030732 ゴルフと飲食を組み合わせたお洒落なインドアゴルフカフェへの新分野展開 森田　昇

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｉｎｋｍｏｒｅ 2013201017396 青果卸売業から壺焼き芋店への転換 長岡　孝之

関東 東京都 江戸川区 株式会社三友広告社 2011701003544 広告業で培ったノウハウを活かし外部委託製造から内製化へ 秦　慎一郎

関東 東京都 港区 合同会社トニカル 7011003007702 ３大アレルギーカット食のデリバリー・ＥＣ販売による新需要創造 税理士法人ほはば

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄ．ｔｒｉｂｅ 1011001044125 沖縄の自然気候を活かし、便利でスムーズな利用が可能なＩｏＴスタジオ 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ムービング・アーキ 4011101065976 相模原市発！二拠点生活を実現する別荘販売と宿泊事業への参入 平野智一

関東 東京都 港区 株式会社リンクスロー 1010403019734 営業代行から営業フリーランスに特化したマッチングサイト事業への転換 辻田　和弘

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＯＥＺ 1010401096247 市場ニーズに対応した新たなサービスによる収益確保と課題解決 滝田　薫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＦＭ 9010901022851 コロナ禍でも売り上げが落ちない　十割蕎麦店　のフランチャイズシステム構築 長岡　孝之

関東 東京都 港区 株式会社ＤＡＱ 6200001008479 新規事業：ＥＣサイトの返品自動化システムの汎用型を開発し、キャンセル機能に特化したサブスクリプションサービス事業を展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社バリー 5011201019121 全員アバター化されたメタバースコミュニティの実現 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 江戸川区 有限会社小高製作所 2011702004319 オフィス向け什器事業から美容室向けオーダーメイドデザイン什器事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 青梅市 数泰工業株式会社 1013101003530 自社検査体制の構築により１社依存から脱却する新規市場進出計画 青梅信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮＰＴ 8011101048481 スーパーアルカリイオン水を使用した発電機メンテナンス 東京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社アイリンク 2010501036267 メタバース運営事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社廣田康之事務所 6010401064091 「非接触型高齢者介護リフォーム体験スタジオ」の建設 株式会社百五銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社スイートインスタイル 6011001043221 日本の伝統的なアート作品のＮＦＴデジタルアート化とリアル・バーチャル両チャネルでのアート販売事業 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ナイス・デー 8011001032461 デジタル映像技術を活用した「祈り」をテーマのアート作品・商品の販売事業 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 株式会社オムコム 1010401113150 ＡＩ技術を活用した非接触型セルフエステ店への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 田中陸運株式会社 4011001013845 業界初！楽器演奏イベントのワンストップサービスを構築し再構築する！ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社オブ 7013201001263 新しい美容院の在り方～デザイン脱毛～　コンプレックスを解消し、心まで美しく マエサワ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社小宮山書店 6010001015908 有名アーティストと提携してオリジナルアート作品を提供する事業転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 港区 株式会社シャフト 8010401089921 ３Ｄプリンターを使ったモノづくり・造形出力サービス事業 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 中央区 ＪＰｈｏｕｓｅ株式会社 4013301039520 ＶＲ　活用－外国人入居可賃貸物件限定の検索プラットフォーム事業 久米　高治

関東 東京都 八王子市 有限会社プライム 7010102008017 立体マシニングセンタと平面研削盤の導入による内部部品製造への進出 北浜グローバル経営株式会社 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社バンブーフィールドアセット 2011101090968 『ソロサウナでアナザーライフ』新展開による戦略 川﨑　良隆

関東 東京都 墨田区 有限会社ライフパートナーズ 9060002019306 コロナ禍にて需要が急増化しているリラクゼーション事業への業種転換 北村　亮太

関東 東京都 新宿区 合同会社ＦＩＥＬＤ 7011203001975 高齢者向けＶＲによるリモートでのリアルタイムマイホーム 松尾　基司

関東 東京都 文京区 ブリス・インターナショナル株式会社 3010401084381 既存事業とのシナジーを活かし廃タイヤの再資源化を目指す破砕業への挑戦 高崎信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社スモールトーキョー 9010401105438 企業や地域の発信と交流を促す屋上スタジオ事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 葛飾区 さくらゴム加工有限会社 2011802028151 自動・半自動真空プレス機の導入によるＨＥＶ・ＥＶ自動車関連のゴム部品需要の獲得 土公　文平
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関東 東京都 八王子市 株式会社Ｌｕｄｉｑｕｅ 7010101013950 地元ネットワークを活かして「八王子ご当地」洋風総菜を開発、急速冷凍で全国へ販売！ 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社メディアライズ 5011001066594 ＩＴを活用したポストコロナでの新たなモビリティサービスの構築 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 東京都 港区 株式会社ブランド総合研究所 2010401059806 地域に興味のあるＺ世代の地域チューバー育成・活用事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　Ｓ　ＣＬＡＳＳ合同会社 9010003030183 美容医療、薬剤、漢方が融合した新しい調剤薬局の展開 ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｒｓ株式会社 4011001126119 先端ＡＩ技術を活用した次世代のコーティング溶剤販売事業化計画 高崎文秀

関東 東京都 港区 株式会社僖成 4011001090570 ウィズコロナ時代の複合型観光旅行事業の創出と離島の地域創生支援 片桐　新悟

関東 東京都 福生市 純電工株式会社 9013101006204 設備工事事業の拡大による電気工事事業者から建設総合事業者への転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｃｅｎｔｎａｔｉｏｎｓ 6011001072344 恵比寿フレグランススクール　プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 復縁屋株式会社 9012401025178 ＥＣ組込型・占い師マッチングサイトの新規事業で売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｊａｐａｎ 6011101076146 ポータルサイト「日本探偵業信用データバンク」　の　リリース 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Ｂ＆Ｗ 1010001207187 高級日本茶葉販売事業からウェルネスサービス事業への業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社フォートップス 2011801015737 安い居酒屋から、こだわりステーキのテイクアウト・デリバリー・ＥＣ事業へ。新業態への挑戦！ 小林　雅彦

関東 東京都 品川区 株式会社林武利 2010701028510 メタバースが不安に寄り添い経済成長を牽引！新体験オラクルカード事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ 5010601054570 脆弱性診断システムのクラウド提供開始による事業再構築計画 東京東信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社マイズケア 6012701004784 田無駅周辺唯一の山形郷土料理居酒屋とＥＣ食品販売事業へ進出 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｊｏ 1010401128842 自社美容商材を活用したエステ事業 野竿　健悟

関東 東京都 新宿区 Ｎｏｗｈｅｒｅ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 4010703004854 宿泊客の観光満足度を満たす、日本初のワンストップ集客プラットフォームの開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 ＨＦ　ＧＲＯＵＰ株式会社 2010402034386 最新技術を活用した、高性能レーシングシュミレーターサロンの構築 阿部　俊英

関東 東京都 新宿区 株式会社オン・アンド・オン 8020001104055 ＡＩ顔認証関連ソフトウェアによる事業拡大策 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＡＩＧＡＴＥ株式会社 8010401136995 ペットブランドの設立 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社五色 7010401061955 台湾での自社完結型印刷通販事業の立ち上げによる事業拡大 木佐谷　康

関東 東京都 青梅市 有限会社協和段ボール 5013102005943 プラスチックトレーの内製化と新たな梱包資材による収益改善 近山　寿博

関東 東京都 江東区 清澄リアルター株式会社 8010601050939 犬と飼い主の健康を考えた食事を提供するドッグラン併設カフェ事業 増田　考邦

関東 東京都 目黒区 ｅａｓｔ　ｆｉｅｌｄ株式会社 9010901027272 一般消費者を対象とした、エンターテイメント関連グッズ小売業への取組み 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＴＥＡＭＳ 8010401080459 広告業から美容商品製造・卸への業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ロイスジャパン 1010501026095 コロナ禍での顧客ニーズの変化に対応する時計・貴金属商品のカスタマイズ製造事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 中央区 綺羅化粧品株式会社 4010401034823 対面販売での女性用化粧品事業からネット販売での男性化粧品事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ＥＤＩＸ 1010501032119 某大手鉄道会社から受注依頼を獲得した実践に特化したＤＸ・ＩＴ人材育成サービス さわやか信用金庫

関東 東京都 墨田区 有限会社アイワ精密 7010602024810 半導体製造装置向け検査装置の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 港区 東幸電機株式会社 2010401019124 サプライチェーンの国内回帰に向けた、医薬品工場分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 中央区 ビューティサポー株式会社 6010001055235 ユニークな化粧品を内製するメーカーの中国越境ＥＣ事業による新分野展開 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 株式会社銀座くろ寿 6010001150564 ＳＤＧｓにもとづいた非接触型・雑煮専門店での新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 江東区 有限会社バラコーポレーション 8010602033554 夜営業に偏った収益構造を改革　健康市場増加に着目したグルテンフリー対応のパン屋開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハーモニティ 8470001016024 都心の美容エステから地方での健康美的な宿泊施設の運営 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ

関東 東京都 八王子市 株式会社アラカルトフーズ 5010101000273 １，０００社以上の取引先を持つ食品卸会社が、卸段階のフードロス削減に向けアプリの開発・運営を行う			　４０　インターネ 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 バーラムヘッド ラム酒の特性デザートの開発と無農薬野菜を使ったお弁当テイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 港区 ガッチ株式会社 8010001140191 伝統工芸産業の振興に向けた障碍者就労継続支援事業（Ｂ型）の展開 白井　克昌

関東 東京都 大田区 有限会社今製作所 3010802001547 最新旋盤加工機導入で工場自動化設備用の精密直動部品製造へ進出 佐山　壽一

関東 東京都 豊島区 株式会社アミグループ 9030001126782 「和食技法×焼肉×地産地消」強みを活かした独自の焼肉店への業態転換！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ロジ勤怠システム 6011301019747 システム開発へのノウハウを活用した有機野菜農家と新聞配達トラックの「マッチング事業」 株式会社阿波銀行

関東 東京都 渋谷区 ジェイ・エス・エム株式会社 6011101032529 コロナ禍でも安心して楽しめる北九州初のスカッシュ施設運営への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 目黒区 アートアンドサイエンス株式会社 2011001072125 観客やスタッフが活発に交流するこれまでにない新しいスタイルの映画館の開業・運営 西武信用金庫

関東 東京都 港区 東京語文学院株式会社 1010401067462 コインランドリー事業創設における事業計画書 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社田中卒塔婆ＷＯＲＫＳ 5013102007626 卒塔婆以外の木工製品開発にチャレンジする事業 魚谷　康行

関東 東京都 豊島区 株式会社エイチ・アール・エス 1013301025275 団体向け旅館から自然を活かしたワーケーション・家族向け旅館への転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社明幸 6011401014177 不動産事業を取り入れ、ＷＥＢを活用した総合ディベロッパー事業 西河　豊

関東 東京都 東村山市 株式会社一休 9012701001151 こだわり食材をおしゃれに味わえる女性向けセルフ鉄板焼き店 塩津　友輝

関東 東京都 葛飾区 有限会社丸美製作所 7011802007398 職人技で一貫生産したオリジナル性の高い深絞り製品で受注依存から脱却する 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社光藍社 5013301032144 バレエ業界の利便性向上や活性化に貢献するプラットフォーム構築による新分野展開 鈴木祥彦

関東 東京都 世田谷区 ＢＥ　ＵＮＩＴＥＤ株式会社 4021001049335 内装工事業からＤ２Ｃキッチンメーカーへの業種転換 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 港区 ブルーアライアンス株式会社 2010401074037 中小企業ネットワークシステムの構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社タキザワキャリア 9010401133298 中小零細人材紹介業者のための戦略的マッチングプラットフォーム 白川　淳一

関東 東京都 渋谷区 ＡＣＴＷＥＬＬ合同会社 4011003008298 木更津でのコロナ禍の新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設（Ｖａｃａｎｃｅｓ）立上計画 永山　寛正

関東 東京都 町田市 株式会社Ｒｅｏ　Ｍｏｔｏｒｓ 5020001102268 自動車販売店がデジタル技術の活用によりリアルタイムで見える整備を実現 星野　裕司

関東 東京都 台東区 ＭＡＲＬＥ株式会社 8010501043729 環境課題解決を視野に入れたキャンプ用グッズの製造販売 岩本　博至

関東 東京都 千代田区 株式会社日本カプセルプロダクツ 3010001032996 ＥＶ自動車用アルミ合金鋳造法に使用するマイクロカプセルの開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 大田区 日本ヒーター機器株式会社 6010001198975 生産管理システム導入による少品種多量→多品種少量生産への転換 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＯＮＡ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 3011101074912 当社飲食店ブランドを活用したミールキット・冷凍食品製造販売事業への進出！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 ロアインターナショナル株式会社 2010401056737 ＳａａＳ公共サービス提供事業に進出し、マニラ市の地域活性化を支援 松永　俊樹

関東 東京都 千代田区 環境サイエンス株式会社 4010001077116 沖縄の自然・文化の発信、国際交流、環境学習を目的とした宿泊・研修施設の開設 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｇｒａｃｅｎｏｔｅ 2010401142033 オンラインＷｅｂフリーランス講座の販売 野竿　健悟

関東 東京都 大田区 株式会社ユタカ 3010801012314 最新鋭複合ＮＣ旋盤導入と自社技術開発による半導体製造装置用精密圧力調整器への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 目黒区 有限会社アニマルプラザ 3013202000458 犬のしつけ教室から国内シェアＮｏ１ペットテック企業へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社トラベリエンス 4010501034888 世界中の旅行者と世界中のツアーガイドをマッチングする観光ツアーマーケットプレイス 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 有限会社川内鉄工工業 2010602000931 接骨院とデイサービスを併設した全年齢対応の健康ケア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ＣＨＡＹＡマクロビフーズ 6010901026153 自社製造工場兼工房運営事業 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｅｇａｓｅｅｄ 4010401108833 新卒採用管理システム「ｍｉｒｙｏ＋」の開発・販売 株式会社東日本銀行

関東 東京都 台東区 有限会社アダムスキクヤ 8010502000299 少人数に特化したカウンター席中心の洋食割烹レストラン 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 スクエアワン株式会社 8011001100978 不動産取引のマッチングプラットフォーム　“不動産オークション” 税理士法人　Ｋ＆Ｋ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 大田区 株式会社ＦＯＯＴＯＰ 1010801023387 飲食業経験を活かしたコミュニティ型インドアゴルフ練習場の開設 株式会社東日本銀行

関東 東京都 渋谷区 リオール株式会社 5011001115145 自社ソフトウェアを開発しシステム受託開発からＳａａＳ事業者へ事業転換 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 品川区 株式会社Ｍ’ｓ 5010701036923 アウトドアのライフスタイルを提案する新たなキャンプ場の開設 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 豊島区 三田電子ケイサン株式会社 5013301011701 中小企業と就職先の拡大を求める専門学校生を結ぶ就職支援事業 経営創研株式会社

関東 東京都 渋谷区 アイビスティ有限会社 9011002026370 シニア向けオンラインコミュニケーション支援事業への参入 石橋　宗

関東 東京都 立川市 ビルズ東京株式会社 9012801010408 工務店初！！セミオーダー可能な家具インテリア事業への参入 立川商工会議所

関東 東京都 葛飾区 株式会社ベルニック 7011801035763 ファクタリーオートメイション技術を活かし、社会問題を最新技術で解決する事業 高橋　学

関東 東京都 千代田区 株式会社ストーンシステム 3010001109299 ＩＴ技術者の即戦力化を可能とする新しい教育コンテンツの提供 株式会社東日本銀行

関東 東京都 足立区 株式会社関建設 2011801013922 杭打ち・杭抜き工事体制の構築による一貫サービスの実現と地域経済の活性化プロジェクト 高柳　哲也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワンダーラボラトリー 3011001053090 在宅医療に関わる専門職を対象としたオンライン学習プラットフォームの構築 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社シャーク 3010401087855 冷凍技術で旨いラーメンを全日本に、日本のラーメン文化を世界へ 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 ミンナリンクス株式会社 7011201019318 中華料理店による安価・オペレーション力・商品開発力を活かした、同業者向けのＥＣサイト販売 増田　考邦

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社宇治山製作所 3013102002612 厚板アルミプレートの高速切断加工による新規事業参入 飯能信用金庫

関東 東京都 千代田区 ライフフォース株式会社 7120001165856 外国人材にも対応可能な介護事業者向けＶＲ教育システム 東京中央経営株式会社

関東 東京都 小金井市 有限会社玉川 4012402005209 超高齢化社会に向けて地域初の民営貸し斎場を「少人数・低価格」型に再構築 税理士法人福永会計事務所
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関東 東京都 港区 株式会社ボージェスト 8010401068108 プライベートブランドを立ち上げアパレルＥＣ事業（ＢｔｏＣ）へ参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 調布市 ビッグハグ サステナブルファッション製品の製造・卸売業から小売業を主軸とする事業転換 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 板橋区 株式会社Ａｇａｓａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ 5010001120386 全国民間救急車簡単検索サイト『エマジェン』事業立ち上げ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ブリジアン株式会社 6010001137710 医療機関とのパイプを最大限に生かした産前産後ケアセンター設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 荒川区 キッズ・プログラミング株式会社 2011501022307 障がい児家族向けリフレッシュカフェ「スロースカフェ」への新分野展開事業。 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳＫＹトラスト 7010901019420 ゆったりと寛げる同時施術が可能なラウンジ併設エステサロン さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＸＡＣＴ 6011001122165 ”地域の健康サポート発信基地型次世代薬局”の新規開業 菅原　寅太郎

関東 東京都 新宿区 株式会社アミューズバンク 7010001014495 データ収集や分析のできる介護予防フィットネスゲーム機器の開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 青梅市 金鈴精工株式会社 5013101003527 切削技術を生かした、自動車レース用タイヤ削り機の開発と販売 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 港区 株式会社アスリーエイチ 4010401091914 韓国コスメ販売においてコロナでニーズの高い無人店舗とＥＣショップへの展開 野江　泰介

関東 東京都 中央区 弁護士法人エース 2010005028298 弁護士事務所の集客と業務効率化を実現するシステム開発販売 鳥山　昌秀

関東 東京都 品川区 株式会社Ｃｒａｆｔｉｅ 4010701032329 クラフトキットのサブスク事業を会員ページで盤石化、新たな柱事業へ成長させる 株式会社シャイン総研

関東 東京都 八王子市 武蔵野うどんたまや ご当地グルメをご自宅で！”冷凍武蔵野うどん”の全国展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社ファースト 7011701006848 経営／環境／人材の複合的視点に基づく働き方改革コンサルティング事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 高尾ビール株式会社 3010101012675 土産物として大人気である地元密着型クラフトビール製造会社の、クラフトジン開発・製造へのチャレンジ 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社Ｂ・Ｆ・Ｇ 4020002106649 新事業部設立と旗艦商品携帯式簡易洗面台商品化 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬＡＲＧＯ 4010901032590 ブランド構築、デザイン設計が強みの建設内装事業から、旗艦店となる地域密着型美容室の展開 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ロケット 2010401122142 小売店における店頭広告メディア及び店内ＰＯＰのＤＸ化事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社オフィス樋口 5011301018444 「アナログゲームリゾート」事業への参入による事業再構築 赤城　正孝

関東 東京都 江東区 スイメイ物産株式会社 2010601003596 ＥＣサイト・冷凍自販機市場への挑戦！老舗焼肉店の味を全国へ 尾﨑　素之

関東 東京都 中央区 株式会社しらゆき 1010001193031 若者のゴルフニーズを取り込んだインドアゴルフ練習が可能なゴルフカフェ運営 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 福生市 株式会社アミテス 8013101006675 販促技術による地域農家の６次産業化と女性起業家の自立支援事業 安達　隆久

関東 東京都 世田谷区 株式会社大和縁 3010901037582 脱毛サロンの新規参入で多角化経営を開始し、今後の事業リスクの分散化を図る 小澤　覚

関東 東京都 千代田区 ＦＴＣ株式会社 5450001010163 上川町を元気に！一流レストランが造る「幻のチーズ」。 旭川信用金庫

関東 東京都 北区 Ｂ．Ｒ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ株式会社 2011401017522 飲食業から小売業への転換することにより、Ｖ字回復を目指す事業 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

関東 東京都 新宿区 ファイブフォー株式会社 9011001055949 既存事業のリソースを活用したインドアゴルフスタジオの開業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｏｃｉａ’ＬＣＯＲＥ 9011001073736 コロナでも商談満載！！オンラインで商売を繋ぐ「ありまっせ！ベストマッチ」 伊藤　央

関東 東京都 中央区 富余株式会社 3120001169893 サービス付き高齢者向け住宅の運営事業を立上げ業種転換を図る。 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＲＵＥＩ 4011101077369 高齢者向けＩｏＴ住宅のシステム開発と空室が発生している建物オーナーへのシステムの販売 鬼塚　明日海

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒｓ 5010601048894 アパレル情報　データークローゼットＷＥＢ－ＳＨＯＰを開設 荒井　揚子

関東 東京都 品川区 株式会社日興社 6010701016437 インターネット動画広告の効果を最大化するシステムを活用した広告代理事業 坂上　志歩

関東 東京都 西多摩郡奥多摩町 株式会社荒沢屋 2013101004148 奥多摩町の食事＋休憩という潜在需要への、日中の閑散期を生かした対応 土肥　健夫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｒｅｚａｖｅｘ 5010401083836 法人向け大規模ライブ映像配信・分析ソリューション「Ｌｉｖｅｃｔｏｒ（ライベクター）」 中村　健一郎

関東 東京都 港区 株式会社マテリアカーサ 5010401141255 アクリル家具企画製造による事業転換 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｎｅｘｔｒｕｓｔ 4010001192170 ＡＩにより薬機法に適合した表現をチェックする『薬機チェック』の開発・販売 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社フクダ 6011301025068 中華料理屋の強みを活かして、ｗｉｔｈコロナ時代でも生き抜く焼肉店へ！ 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＮＶＡＬＬＥＹ 2010401136456 髪の美しさから肌の美しさへ、ヘアケア業界で培った経験を活かし新分野に挑戦する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社スウィートマミー 3040001031120 ペット用品市場への参入及びユーザーコミュニティプラットフォームの構築 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 千代田区 ｉｎｓｐｉｒｅ株式会社 9010001185277 求められるスキルや働き方が多様化するメディカル人材に対する、トータルなキャリア支援を行うＷｅｂ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ事業 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 アソビュー株式会社 1040001042350 コロナ後の早期復活を支える興行分野向けＤＸプラットフォーム構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 千代田鋼材株式会社 8010001050390 高度ねじ穴加工技術による建設用鋼材から物流施設部品への大胆な転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 太刀株式会社 5010401105111 虎の門で創業５０年、老舗ビックラーメンの味を自宅でも味わえる環境を構築する。 長谷　有希央

関東 東京都 世田谷区 はっとり歯科クリニック デジタル技術活用による生産性の高い歯科技工物製作の内製化 株式会社浜銀総合研究所

関東 東京都 千代田区 株式会社日比谷花壇 8010001027100 日比谷花壇ブランドのお葬式を全国に届ける代理店モデルの葬儀サービス 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 日本デオドール株式会社 4011101016558 ビル用の吸着式脱臭システムの一貫製造販売の開始 川崎　朋子

関東 東京都 港区 テレシスネットワーク株式会社 5011101013752 占い師養成・自己啓発分野の社会人向けｅラーニングシステム開発 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＬＩＦＥ 7011001125547 テイクアウトを強化した有機野菜トラットリア新店舗とＥＣ事業に挑戦 尾亦　周平

関東 東京都 新宿区 株式会社トリノ 1011101014671 インドアゴルフ練習場事業への参入 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社ジェイトップネットワーク 5013301020264 強みを活かした「非対面・非接触」でのダンスレッスンサービスの展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 中央区 株式会社トーマネ 6010401019517 自社マネキン造形技術を活かしたフィギュア製作販売業への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社斉藤布帛 9010001017414 子ども向けダンスレッスン運営とスタジオの貸し出し事業への参入 井上　拳

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｌｐｈａｂｉｔ 8010901040136 Ｗｅｂ広告代理店が挑む！地域店舗を応援するポイントサイト事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＪＫＬ３３１ 2011001105454 台湾への越境ＥＣによる新分野展開 大森　崇

関東 東京都 板橋区 株式会社ビークラフト 6011401016727 イベント業界の再起に貢献！独自性高いＬＥＤパネルの即納体制強化 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社日本アレフ 8010401123440 世界初の超高耐圧リードスイッチの開発と生産ライン構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社グレイスニューズ 6010001153360 国内リゾートウェディング事業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 足立区 株式会社Ｈａｒｄａｗａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7011801024072 ライブハウス運営から誰もが憩える多目的カフェへの新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社パルテック 2011202011600 資源の活用で人も家畜も健康に高品質飼料の製造販売を新たに展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社北斗 6010701009069 新設備を活用した業態転換による自社オリジナル省エネ新製品の量産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ 7011001123947 プロゴルファーによるインドアゴルフレッスン事業への進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社ティーキューオー 8010701006196 ファイバーレーザマシンを導入し、クリーンブースを製造する事業計画 芝信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社清水エイジェンシー 8011102006208 エンターテイメントと温泉で伊豆の自然を楽しむグランピング事業への展開 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 大田区 株式会社エウレカ・ジャパン 5010801028424 １００％オーガニックのフェイシャル・エステティックサロンの経営 本出　一正

関東 東京都 文京区 ビフレステック株式会社 4010001098599 光無線通信による日本の製造業のスマートファクトリー化の推進 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社アド・サークル 9011101000920 パチンコ・パチスロ業界専門のＥＣモール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 わたびき自動車工業株式会社 5010001032755 最新の温度管理技術による新たな自動車塗装サービスへの業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 三鷹市 株式会社トライブ 3012401032741 黒毛和牛を使った高付加価値総菜のキッチンカー運営事業 野竿　健悟

関東 東京都 新宿区 知日株式会社 9011101068735 新型コロナ収束および中国人の芸術・エンタメ留学需要増加を捉えた美術学校展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 港区 株式会社Ｌａｂｏｔホールディングス 6011201015086 食と健康、両面から人生を楽しく！マシーンピラティススタジオ事業への新分野展開 キークレア税理士法人

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｎ・フード 2011801020068 工場直販で上質な和牛がリーズナブルに買える肉の小売屋さん 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 アクト情報サービス株式会社 8011101024788 システム運用サービス事業で培ったＩＴ技術を活用したヘルスケア・サービス事業への進出 バリューフォース合同会社

関東 東京都 墨田区 日新シャーリング株式会社 9010601014991 鉄塔の建替改修需要と東北土木分野への地域貢献を行い国土強靭化の一翼を担う 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

関東 東京都 八王子市 株式会社南信精機製作所 5010101006163 当社事業継続力強化のための食品製造装置関連部品の新分野進出 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オラフズ 6010003026770 株式会社オラフズによる撮影機材レンタル事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 有限会社ソーイング社 5011402017015 ウォータージェット工法による「壊す」から「直す」市場への進出 サン共同税理士法人

関東 東京都 北区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＭＩＵ 地元密着型の美と健康志向のエステ事業の展開 柴﨑　理

関東 東京都 千代田区 株式会社ネッコス 1010501043958 位置情報連動認証機能付きＱＲコード発行サービスの開発による新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 台東区 株式会社レックス・ベリー 7010501023475 抹茶の濃さが世界一の旨濃（うまこい）抹茶冷凍シュークリーム工房 北野　良典

関東 東京都 新宿区 株式会社豊文堂 4011101019585 公共建設ＤＸ化を牽引！高機能デジタル書籍出版事業への業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 港区 テリヤキ株式会社 7010401108822 グルメメディアから飲食サービスを提供するリアル店舗開業の新分野展開 株式会社京都銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｇｒａｎｔ 4011001102136 店舗運営ノウハウを活かしたアフターコロナに対応するフォトウェディング事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 エクイティ・マネジメント・システム株式会社 1010401086917 非対面型の室内シミュレーションゴルフスタジオの運営事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 足立区 有限会社中建工業 2011802016651 次世代システム吊り足場材を利用した公共橋梁補修・塗装工事への新規参入 窪　孝史

関東 東京都 大田区 株式会社エフテック 4010801001729 半導体産業に貢献する新工場の増設および金属加工製造ラインの構築 横浜信用金庫
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関東 東京都 練馬区 株式会社イノセント 2013301032031 インテリア照明の新規開発とコーディネイト提案による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エヌケイシー 5010401097068 小型高級焼き肉店の出店による主力事業の転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 ヒランヤアクセス株式会社 6010601049132 臨場感のある３次元立体音響設備の整ったイマ―シブスタジオ運営 野竿　健悟

関東 東京都 江東区 株式会社増田製作所 4010601006267 電気自動車向け精密プレス加工部品の生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 渋谷区 株式会社クラニージャパン 8011001068282 ライブコマースを活用したチタン製リング販売 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社誠 3012401025761 東京２３区外初！心も身体も健康になる個室サウナの新規出店事業 多摩信用金庫

関東 東京都 国立市 株式会社プラスアバンティ 1012401018288 コロナ禍を癒す歯科診療ノウハウを活かしたストレッチサロン開発 株式会社市岡経営支援事務所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ドライブディレクション 8011001044242 オンラインストアの運営および鎌倉の実店舗における喫茶店、物品販売、ギャラリー、イベントの運営 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社アミパリ 3010501015328 キッズ用メガネ購入の利便性を高めるオンライン直接販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＥＢＥ 4010001144122 ハイブリッドクラウドパーツＤＸシステム事業計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 板橋区 旭科学株式会社 2011401000247 大型乾燥炉の商品ラインナップ化およびカスタム対応による新規市場開拓 株式会社群馬銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社川邑研究所 1013201001525 摩擦摩耗試験受託サービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社フレアン 1010001115043 あらゆるタッチポイントを網羅！ＯＭＯで実現するタッチポイント最大化戦略 東京商工会議所

関東 東京都 北区 株式会社オズクリエイション 9011501021566 歩行改善リハビリデイサービスと介護予防サービスへの事業展開 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 江戸川区 サンコープリント株式会社 5011701007971 デジタル化推進、ＤＰＳ・ＢＰＯ市場へ参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 トゥモロー株式会社 3010501038766 国外ネットワークを活用した輸入仕入れサポート事業 大石　源治

関東 東京都 中央区 ジャパン・エクセレント・サービス株式会社 6010001185536 「わたしのダイニング」プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 株式会社舘野機械製作所 6011501002817 サーバー用ハードディスク向けガラス基板内外周加工機へ新分野展開 有限会社三井経営研究所

関東 東京都 中央区 株式会社ファンシースクエア 2010001189219 メタバース時代に対応したライブハウス事業 矢口　貴久

関東 東京都 港区 株式会社リビングイン 7011801028230 多数不動産業者参加の住まいトラブル解決マッチングシステム構築 井上大輔

関東 東京都 荒川区 株式会社ミナキ 5011501008930 技術ノウハウ活用と工場改修等による新規半導体製造装置事業参入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＯＲＭ 6011001115185 若者に人気で急成長中のアパレルブランドが、新たに元全日本プロレス世界チャンピオンと、ジム運営に挑む 芝信用金庫

関東 東京都 墨田区 Ｌｉｆｅ　ｆｏｏｄ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｅｔ　ｖｏｕｓ？ 日本一の密芋から作る「生スイートポテト」を谷中銀座で販売する 原田　貴史

関東 東京都 板橋区 株式会社ＭＯＳＥＳ　ＦＯＯＤ　ＳＹＳＴＥＭ 9011301017442 韓国料理ミールキットへの参入、及びＳＣＭのＤＸ化を実現した販売手法 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社強者 4010001103788 空手家向けトレーニングサプリメントのオンライン販売への進出 西村伸郎

関東 東京都 目黒区 有限会社アンメイデザイン事務所 9013202007539 日本のデザイナーズブランドを海外に、フルサポート事業が行えるデザイン会社へ業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ビューティトップヤマノ 8010001055241 派遣型婚礼美容事業への参入 コンピタント税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社テレスコープ 1360001020844 ＩＴ技術を活用した管理職お助けシステムＭＩＣの販売事業計画 井上大輔

関東 東京都 港区 コーワテック株式会社 5010001110081 遊休土地を有効活用！新工場でのトラック塗装ビジネス 税理士法人あおば

関東 東京都 台東区 株式会社ジョイント 6010501029713 鶏肉原料に特化した卸売業から製造業への取り組みによる新分野への展開 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エスアイプロダクト 3010401004496 日本企業のＤＸを促進する！ソフトウェアライセンス更新管理ソリューションサービス ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 八王子市 和田食品株式会社 1013401004848 飲食店の新規出店によるまちの食文化の強化と魅力の付加への貢献 大東京信用組合

関東 東京都 墨田区 有限会社ワイ・ディー・シー 3010602016522 最新シミュレーターを導入し、ｅ－モータースポーツ事業に参入する 株式会社ＣＦサポート

関東 東京都 豊島区 株式会社プラスコミュニケーション 1013301032420 会員制のコンシェルジュ型オンラインセミナーに転換し、富裕層に寄り添って困りごとを解決！ 小林　雅彦

関東 東京都 中央区 株式会社蔵 1010001141700 食肉卸と健康弁当の合体で皆様を元気に！食品ロス０の循環ビジネスを目指す 株式会社阿波銀行

関東 東京都 港区 許認可パートナーズ合同会社 7010403017138 特定技能外国人と「地元」建設業者のマッチングプラットフォーム開発等 株式会社エベレストコンサルティング

関東 東京都 江戸川区 松丸ニット株式会社 4011701019043 アパレル下請脱却へ　環境意識の高い顧客へ高付加価値完成品の製造販売 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 千代田区 株式会社ＥＬＥＶＥＮＯ 8010001143830 美容系Ｃ　ｔｏ　Ｃプラットフォームアプリの開発・運営 興産信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社エコシスコーポレーション 4011302011829 パーソナルジムからパーソナルサウナへの新規参入 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 いとう整形外科内科 最新の集束型体外衝撃波と姿勢分析システムを使ったリハビリ施設 小川　俊浩

関東 東京都 江東区 ＲＵＩＹＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1030001096810 インフルエンサーと事業者を直接繋げるマッチングプラットフォームの開発 鎌田　宣俊

関東 東京都 杉並区 株式会社二葉 1011301006147 非対面受付スタイルの転換でコロナ禍による事業のＶ字回復を目指す 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 文唱堂印刷株式会社 3010001028004 事務印刷物の取り込みと校正印刷提供による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 アーバン空調株式会社 7010101000073 空調工事業に非常用電源設備点検事業を加えた売上の拡大・安定化 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 日本アイ・エス・ケイ株式会社 1010501003516 新たに窒素充填保管庫の製造に着手することで新分野展開を図る。 株式会社筑波銀行

関東 東京都 中央区 Ｌｉｓａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 8180001129243 業界初！フードデリバリーブランドのフランチャイズマッチングサービスの構築						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 千代田区 株式会社ヘリックスジャパン 5010001127489 「パーキンソン病　統合介護」市場に向けた新製品開発と地域包括ヘルスケア事業 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍ＆Ｒ商事 2010001165830 自社ブランドを世界に発信！卸売業から製造小売業への業種転換 朝日信用金庫

関東 東京都 葛飾区 ニュー・アイテイー・ヴェンチャー株式会社 6011801020444 コンテンツ配信プラットフォームの構築 白川　淳一

関東 東京都 町田市 株式会社ＧＡＲＡＧＥＮＴ 9012301007680 先進運転支援システム搭載車向け電子制御装置整備サービスへ進出 星野　裕司

関東 東京都 西東京市 株式会社ＪＩＮ 5012701015064 食肉卸売店から、従来の食肉販売から保存がきく冷凍パウチ商品等のＥＣサイト販売を行う 増田　考邦

関東 東京都 新宿区 株式会社リネン 2011101084177 レンタルスペース型トランクルーム開業計画 習志野商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ユープロス 2010001152267 調理ロボットと共働しＤＸ活用に特化したテイクアウト専門店事業 戸越税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ＬＡＣＯＭＳ 6010001098440 ＡＩによる発音矯正可能な画期的な英会話教材の開発と販売 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 台東区 ＴＯＲＡ株式会社 8011501020809 集客・デリバリー・非対面化等に寄与する中小飲食店向けシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 日野市 綜合サーキット株式会社 3013401000390 新たな電子回路形成手法の導入による工期短縮および小型・高効率なプリント基板の製造 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 豊島区 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｗａｙ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 7010001161528 電源内蔵式広角レンズバー付ＬＥＤ照明を用いた省エネと生産性向上計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 早川鉄鋼販売株式会社 6010601005184 工程のＮＣ化による建築事業の生産性向上及び土木事業の強化 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 港区 ＭＴＪ株式会社 5011001060102 ランドオペレーターのノウハウを活かして独自ツアー販売とガイド育成に新展開 水上　恵理

関東 東京都 墨田区 株式会社ＩＳＳＨＩＮホールディングス 8010601053132 感染対策を徹底したグルテンフリーで健康な食事を提供する一人そば専門店事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中野区 有限会社ルートワン 7011202006612 既存水着製品から健康肌着を新規開発するためＣＡＭ等の最新設備導入 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社梅福 6010701030628 梅メーカーへの進出による薄利多売のビジネスモデルからの脱却 株式会社ジャストコンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社飯田機械産業 6012301000283 建設業の課題を解決。ＩＣＴ建機導入研修を伴うレンタル事業等への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 有限会社実之和フーズ 6010402029812 ライブ配信・試食販売を活用した宮古島特産品の直売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社アスタ 5010601055585 コロナ禍の孤独を解消する「ＭＡＮＧＡ　ｂｏｔ」開発・運営事業 山本　三四郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｂ 1010901035852 美食と蚕都のまち・東信州で「衣」「食／職」「住／充」をテーマにした古民家レンタルスペースと一棟貸し宿を運営しよう！ 上田信用金庫

関東 東京都 墨田区 産商ロジスティックス株式会社 3013301030950 リサイクルパーツを活用した事故車の修理販売及び輸出事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ＨＩＲＡＳＡＷＡ 1010001006705 飲食店向けデザインサブスクリプションサービス アスタ税理士法人

関東 東京都 青梅市 株式会社田中ステンレス工業 9013101003762 熟練の技と最新３Ｄレーザー加工機導入で食品加工機器市場へ新展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ホーダウン 5010001175835 大手不動産会社とのコラボによるコロナ環境に適応したサウナ運営事業への進出 安藤　幹根

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＯクリエイト 3010001205734 ニッチでスモールなニーズを捉えた学習コンテンツ製作・配信事業 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 マルシ株式会社 8010601036558 飲食事業から福祉分野への新分野展開による事業再構築の実現 株式会社常陽銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ビリオンセラー 7011101083843 コロナ禍の人々を癒すための可愛く優しい占いアプリのプラットフォーム新規開発事業 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 ５３ＧＲＯＵＰ株式会社 6012701013728 電動二輪車専門販売店「原ちゃり電ちゃり」の展開 朝日信用金庫

関東 東京都 台東区 コーネットソリューションズ株式会社 6010501018708 エンジニア不足を解消する日本語版サイバーセキュリティ教育 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 ケミコスクリエイションズ株式会社 2010501016822 新工場取得によるリキッドアイブロウへの新分野展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 共和合成株式会社 1010601010172 射出成形とゲートカットの一元化と非接触化を実現する産業ロボット導入 東京東信用金庫

関東 東京都 板橋区 麗新株式会社 8010401066747 本場上海の有名小籠包「上海富春小籠」冷凍販売による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 グッドレスキュー２４株式会社 4011101038494 コールセンター受付処理管理システムのＩＴ化 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 港区 ＳＵＫＨＡ 既存の飲食事業のノウハウ、リソースを活用した非接触型ビジネスのスマート自動販売機事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＣＳＧ 1010401104050 録画型・ライブ型両対応社内研修サイトの【トレーニングッド】運営 鈴木一郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社ストロボライツ 4010901019729 モーションキャプチャー技術を搭載した原宿ストロボカフェのＶｔｕｂｅｒ事業展開 光畑　裕貴

関東 東京都 八王子市 有限会社赤羽鉄工所 9010102000236 平面および立体材料切断新工法による新製品分野開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エス・ピー・ラボ 6010501030935 ハンドフットケアとカフェを併設させた事業による地域住民の憩いの場の創出 株式会社紀陽銀行
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関東 東京都 豊島区 ナハール株式会社 3013301033516 完全ハラル対応で日本人もムスリムも安心して食せる鳥白湯ラーメン店 岡江真一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エッジ 2120901030701 地域のデジタル人材不足を解決する動画・ＳＮＳマーケティング学校 株式会社横浜銀行

関東 東京都 中央区 オリジナルライフ株式会社 1011001105109 ブライダル業界のＤＸを推進する式場向け来館管理システムの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 株式会社城南村田 8010801014768 大田区初！ソフトビニール人形製造へ進出のための工場移転と専用製造設備の導入 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 新宿区 しゃぶ禅株式会社 4010401050754 「胡麻だれうどん専門店」の出店と冷凍自動販売の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 大田区 株式会社ＴＩＰＬＯＧ 2010801026620 全国にリゾートウエディングを届けるライブコマース運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社マンションマーケット 4011001100049 ＡＩ自動生成によるコンテンツＷＥＢメディア＆アフィリエイト事業 服部　峻介

関東 東京都 大田区 有限会社国分製作所 1010802005351 半導体製造装置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 台東区 有限会社高橋商会 4010502006564 奥浅草初の個店うどん専門店開業による新分野展開事業 朝日信用金庫

関東 東京都 江東区 創成企画株式会社 8030001091755 「オンラインイベント、若者向けグッズ製造事業」の新設 村田　祐己

関東 東京都 あきる野市 吉原学 人生を豊かにするテレワークサービスと人財育成教育プログラム 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社サトー 7010501007552 下請製造を脱却しファッショナブルなケア帽子のＥＣ販売に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 大田区 カリフッド株式会社 2010801018436 ロシア産原料の水産加工から、北海道産原料へのシフト 川崎信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社カブトス 4021001005833 デザイナーズ古民家ホテル＆レストラン開業ｉｎ千葉県大多喜町 井上　大輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社リメイク 1010901047311 お問い合わせフォームへの自動送信代行システム「アポドン」の構築 伊藤　央

関東 東京都 千代田区 イミュニティリサーチ株式会社 8010401131567 独自の免疫細胞評価法を個人向けサービスとして展開 池田　寛太

関東 東京都 江戸川区 有限会社なかざと 2011702008451 割烹料理店から弁当・総菜の製造・卸売事業への新分野展開 藤島　有人

関東 東京都 豊島区 株式会社デジタル・デザイナーズ・スタジオ 3013301020679 フリーランス向け士業マッチングプラットフォームの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｂｏｙｓ　ｄｏｎ’ｔ　Ｃｒｙ 8011001122270 価値観が大きく変わりゆく時代の新しいライフスタイルショップの構築 株式会社フューチャーフィナンシャルコンサルタンツ

関東 東京都 千代田区 株式会社デクセル 4010401079141 多拠点生活応援推進事業 弓削一幸

関東 東京都 中央区 株式会社ねこじゃらし 2011201012888 ブロックチェーン×ＤＲＭによる世界初のＮＦＴサービスの展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社トップ 7011601004860 中小企業向け経理事務代行業者がＩＴ業者と提携したクラウドパソコン事業の新分野展開！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 峯田自動車工業株式会社 8010601006429 水性塗料を導入し、水性塗装車への自動車車体整備サービスを展開 東京東信用金庫

関東 東京都 台東区 Ｔｈｅ　Ｗｈｏｌｅ　Ｇｒａｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 1010501047141 多様なコンテンツで実現する「伝統産業継承のための健康ライフスタイル」 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｍｅｄｅｃｏ 3011001124081 全国初！整形外科分野の医療器具プラットフォーム開発、提供 原田　貴史

関東 東京都 港区 株式会社エイトシナジー 3010401107225 大型商業施設でのテイクアウト／デリバリー専門飲食店経営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江戸川区 株式会社インテリアスペース・ゼロ 3011801017583 最新デジタル技術を用いたクラウド型リモート監理システムを導入した、　低価格での個人住宅向けのリフォームサービスへの進出 東京東信用金庫

関東 東京都 立川市 けやき企画株式会社 6012701013612 既存事業とのシナジー効果を活用した訪問看護事業による経営のＶ字回復 安達　隆久

関東 東京都 国立市 株式会社ＰＲＯＯＦ 6012401022046 防水業者が断熱工事！？環境配慮素材で地球と建物を救います！ 平野智一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＰＰＳ 6011001044368 ＡＩを活用した税理士業記帳代行業務のＤＸ化事業 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 観光開発株式会社 8010001144795 「道の駅すばしり」を活用した地域創生商社の設立 宮田　浩充

関東 東京都 練馬区 合同会社シェアリアル 8011403002368 地域資産と連携した「ゲストハウス＋ベーカリーカフェ」事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｕｎｎａｍｅｓ． 6011001138558 特別な日に特別になれるトータルビューティーサロンの運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 京未来株式会社 6010401095616 ＡＩロボットキッチンで展開する飲食（中華料理）業界へ新規参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＡＪＩ 3010601033403 ペット業界の健全化を推進する新たなブリーダー事業への挑戦 アプリコット株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社アウル 6011401013055 板橋区清水町でスポーツ推進をコンセプトとした【レストラン・スポーツバー】の運営 タフコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社日進ＬＲＤ 5011101033899 最新カート導入によるゴルフツーリズムへの新たな取り組み 株式会社北陸銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社リアルプロモーション 1010001113055 広告代理業の知見による十割蕎麦飲食業への業種転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ａｐｏｌｌｏ＆Ｃｈａｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4010401109179 東京発創造型ライフスタイルの提案施設による富山県射水市の活性化 株式会社富山第一銀行

関東 東京都 品川区 株式会社デジマース 4010701016348 地産品デジタルギフトを活用したＢｔｏＢ向け販促ソリューション事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社新東海 6010501025349 外国人児童・生徒のためのハイブリッド型マルチリンガル学習塾事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社ｕｕｂｏ 6010001196434 法人のＰＣデータ消去のニーズを捉えたリユース事業の販路拡大 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社オフィスニノックス 9011001141063 デリバリーを強みとした洋風和食ダイニングカフェバーに業態転換 中池　達也

関東 東京都 墨田区 エムジー工業株式会社 5010601000211 ポリウレア樹脂によるスプレーコーティング事業（防水、耐久性向上） 木曽　博之

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＴＡＲＫ 3013303003764 バイク人気に着目したレンタルガレージサービス事業 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 西東京市 株式会社オフィステイルウインド 2012701014762 リトアニア産の本物のリネン製品を企画・販売する独創的事業の展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社クライム・ワークス 6010801003351 省人自動化切削技術と品質革新による医療装置部品市場への進出 Ｐ＆Ｐ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 沖縄管財合同会社 3010903003129 トランクルーム事業参入に向けた宿泊業経営の変革 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 日本リアライズ株式会社 6011101051644 高い成約率を誇る営業ノウハウをＳａａＳ化し活用する不動産販売フランチャイズ「ライフメイクパートナーズ」 榎並　由洋

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｊｉｔｅｒａ 4010401133303 Ｗｅｂサイトにおける個人情報の漏えいを防ぐシステムの開発及び展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 アイエスイースタジオ 配達専門飲食店を開業する人のためのクラウドキッチンを設置する アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 板橋区 株式会社ケイアイフーズ 4011402010929 食肉卸業の３０年のノウハウを生かした新事業の展開（セントラルキッチン創設計画） 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オクタゴン 4010401101128 映像制作会社の手がけるライブコマース事業による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｙｏｕ　ｂｅ　Ｙｏｕ株式会社 1011001120710 女性が自らの生き方・働き方を学ぶ「ワタシクリエイト」の　オンラインプラットフォーム化事業 樽本　哲

関東 東京都 港区 吉川奈津美 植物療法をもっと身近に、ハーブティーを扱ったカフェ事業 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 株式会社バレット 2011701013568 セルフヘルスケア市場進出のための新ブランドの立上げ 野竿　健悟

関東 東京都 墨田区 株式会社ケアブリッヂ 9011801019517 生徒の理解力に合わせた補習型ＩＣＴ授業に特化した個別指導学習塾の運営 株式会社しのざき総研

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｌｏｔｕｒｅ 3010601047799 グローバルブランドとローカル代理店のマッチングサイト構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 昭島市 株式会社ＩＳＫ 4012801008217 内装工事のプロが手掛ける気軽に入れるブラッスリー（フランス大衆酒場）経営 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 新宿区 株式会社ｊｉｏｗｏｒｋｓ 8011101073224 ゴルフ場とキャディをつなぐマッチング事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江東区 大成通商株式会社 5011101087128 銀座ナインに構える高級ジャパニーズウイスキー専門店「ＴＡＩＳＥＩ－ＬＩＱＵＯＲ」 木村　兼作

関東 東京都 目黒区 株式会社ゼロメディカル 2011101045864 放課後等デイサービスから就労継続支援Ｂ型事業所へのワンストップ支援と「福祉×ＩＴ×農業×飲食」を融合！複合サービスの構築 Ａｌｖｉｓコンサルティング株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社ＴＯＤＯ 3010401099586 ＴＣＦＤ提言に対応したＣＯ２排出量算定ＩＴ事業の開発・運営事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クラウドソリューションズ 1010001199854 中価格帯のうなぎチェーン店事業の新規展開 松井　淳

関東 東京都 渋谷区 ハックスハブ株式会社 7011001129523 ＡＩを活用したフリーランスエンジニア求人アグリーケーションメディア 服部　峻介

関東 東京都 大田区 株式会社横浜サザンハピネス 2021001043075 店舗販売のフランチャイズ加盟店から無店舗販売のフランチャイズ本部への事業転換 湘南信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社グローバルハイ 1011301020692 健康食品市場拡大に対応するサプリメント事業への業種転換 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミッキー・インダストリー 1011001022568 特殊発酵サイレージの製造販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社協同制作 7010001078243 ＳＤＧｓに対応するための多品種小ロット印刷事業構築 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＳ 6011301013295 新鮮で美味しい魚を食べよう！生まぐろ１尾買い、鮮度特化の魚屋さん 税理士法人ＴＭＳ

関東 東京都 荒川区 有限会社フリーダムカスタムギターリサーチ 3011502013221 「国内最高峰ブランド」の職人による楽器修理改造・メンテナンス等のカルチャースクール事業 坂上　志歩

関東 東京都 渋谷区 ジョージ・アンド・ショーン株式会社 4011003006657 施設３６０°を活用した高齢者ヘルスケア事業の展開 鏑木　愼治

関東 東京都 墨田区 特殊電子回路株式会社 7010001139136 出どころ不明な半導体が本物か偽物かを見分ける「シン・ＩＣ」サービス 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 サンシャインパワー株式会社 7010601047358 ＡＩＯＴ技術で宿泊施設を無人化して宿泊業の働き方改革と人手不足解消 五十嵐　由和

関東 東京都 港区 合同会社シルバークリークパートナーズ 9010403014686 函館歴史的建造物をコワーキング・イベントスペースとして貸出す 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 台東区 賢治株式会社 1011301021600 音響＆映像ノウハウとアーティストコラボをミックスした宿業に転換 群馬県商工会連合会

関東 東京都 国立市 有限会社竜徳 1180002009038 障害者グループホームを核とした住宅弱者向け居住施設の整備・運営事業 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社Ａｗｅｓｍ 2010403019163 釣りマッチングサービスを構築し、釣り文化を発展・活性化させる事業 小澤　竜一郎

関東 東京都 八王子市 住友実業株式会社 5010001143453 自社で製造した健康商品（サプリメント）と化粧品を越境ＥＣで販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社フジサワ・コーポレーション 9013301010591 あらゆるオフィス・商業施設向けに＂空間プランディング＂サービスを提供する ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社プリンシパル 6011001103826 ニードル入り「リッププランパー（唇用美容液）」のＤ２Ｃ事業 西京信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社エムズ 7010601037045 番組制作会社向け・業界初の高画質水中撮影ワンストップサービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 いなば 寿司屋からテイクアウト惣菜事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 コアファイズ株式会社 3040001088061 人に寄り添うブライダル事業から障害児通所支援事業への新規参入 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社ツクリ 7010001164638 アクリルアップサイクル製品の企画製造販売への業種転換 株式会社フォーバル

関東 東京都 立川市 株式会社田島 8012801001003 専門工事業者向け工事現場プラットホームシステム提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｄｅｅｍａｄｅ 2010401122943 アーティスト課金支援サービス：Ａｃ－ｍａｄｅ 佐藤淳

関東 東京都 渋谷区 株式会社ルミエプラス 8011001128581 海外向けＥＣサイトの開設による新規販売チャネルの構築計画 小森　俊

関東 東京都 港区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 5011001098365 福祉・医療業界の人財定着率を高める求人マッチングで人手不足を解消 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＯＮＩ 5010601056352 「Ｉ／Ｆ構築プロジェクト」を無人化する「ＳａａＳ事業」参入 梶山貴規

関東 東京都 中央区 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3010001152084 サービス業に特化したビジネスチャット・　オンラインコンサルティングの事業再構築計画書 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 大田区 ＮＡＮＡＮ　ＨＩＰ 閑静な住宅街の古民家を活用した野菜が主役のフレンチレストラン運営事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 荒川区 合同会社しろくろ 7010003025631 出品者向けの価格提案・自動設定ツールの販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ファジー・アド・オフィス 2011101018408 住宅ポータルサイト運営などのインターネットサービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 合同会社ＥＴＥＲＮＡＬ　ＹＯＫＥ 9011103006841 パフォーマンス特化型無人ワーケーション施設運営への転換 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社コパイロツト 6010001130673 アジャイル型プロジェクトにも対応可能なサービスを活用したプロジェクト推進マネジメント 植田　覚

関東 東京都 中央区 ロイヤリティラボ株式会社 2010001176745 海外旅行ＤＸ事業　ツアー予約業務プラットフォームの提供 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社川辺製作所 1010801016102 品質保証体制の構築による自動車部品量産の新分野展開 飯田信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェイアイスタジオ 1011101052630 音楽教室「ｄｅ　ｃｏｒｅｒ（デコレ）」の設立及び運営 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 荒川区 株式会社大西製作所 7011501005819 高度な深穴加工で実現する革新的金型製作によるプレス加工高度化事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 豊島区 グー 感染症が流行しても安心して外食できる焼肉店への参入 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 豊島区 株式会社ユーストーリー 6140001089204 「医食同源を実践、築１００年古民家再生による富士山麓リトリート施設」事業 株式会社四国銀行

関東 東京都 渋谷区 特定非営利活動法人エティック 8011005001090 社会課題の解決に挑むビジネス人材に向けた転職・副業等キャリア支援事業のＤＸ 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社ウェルネスグローバル 6010601049636 ＩＴとロボットを活用した、寿司・日本食事業への業種転換 井桁英人

関東 東京都 港区 株式会社サウンド・シティ 1010401010934 日本初、複数規格対応型立体音響レコーディングサービスの提供 飯島　伸博

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェイティーアイエス 5010001170720 ウイズコロナ時代に強い、超低コストのスタジアムバー事業への業種転換 アプリコット株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社コーネルド 3011001123059
広告・イベントにおける映像プロデュース事業から、メタバース市場での新たなクリエイティブコンテンツでの収益を目指しつつ、日本の CG技術をボ

トムアップするために、海外のデジタル技術と AI 技術を取り入れた制作フローでコンテンツを制作する CG 制作事業への事業転換
坪井　亮

関東 東京都 目黒区 株式会社イーストフィールズ 8011001123509 展示会の課題解決に向けたクラウドコミュニケーションサービスの展開 行政書士法人アップル経営コンサル

関東 東京都 大田区 株式会社松田機工 7010801015924 建設機械油圧ユニット部品製造事業への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 林のぞみ 眉毛サロンの強みを活用し、新たにエステ・脱毛サロンを展開する 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 ホクエツ印刷株式会社 6010601023541 印刷を活かした最新デジタル捺染事業と販路拡大ＥＣサイトの構築 中村信彦

関東 東京都 江東区 株式会社セットアップ 2010801021596 フロアの改装によるギャラリー・イベントスペースの開設・家具の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 町田市 ＫＭ工房株式会社 2012301009618 シミレーションゴルフ練習場経営を通じて会員へ独自の住宅リフォームを提案 平塚信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社引越コンシェルジュ 2011001138347 ＩＴ／ＤＸ活用による引越し料金０円の不動産仲介・引越しサービス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 トレグランデ株式会社 1120101056597 新しい旅のカタチを提供するキャンピングカーレンタル事業 株式会社みなと銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｔｅａｔｒｏ　Ｈ 8010901028899 本格イタリア料理をご家庭で味わえるテイクアウト・オンライン販売事業への参入 東京シティ信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ｖｅｌｖｅｔ 5010401122016 美容業界特化！リファラルセールス支援プラットフォーム事業 四方田　彰

関東 東京都 東村山市 株式会社ホームコンシェルジュ 5012701010791 トランポリンを用いた会員制スポーツジム事業への参入 平野智一

関東 東京都 中央区 伯楽株式会社 4010001165457 希少になってしまった高級酒を一人で楽しめるバー 川崎　朋子

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡＦＣ研究所 5011101087755 外観検査システム導入による業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 リリプット株式会社 8013301031028 実測ラボによる植物栽培光のデータベース化と生産性向上計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社かざと 7010601050626 寿司屋の出汁と具材を活かした「江戸前粉もの家」で下町を活性化 越沼　康明

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＲＡＣｒｅａｔｉｖｅ 1011001119785 ＰＯＳＥＭＡＮＩＡＣＳの拡充と教育コンテンツ化 日野陽一

関東 東京都 千代田区 株式会社ブレイン・サプライ 6010001139558 目指せ１００年企業！新時代の人事労務コンサルタント育成事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 東京都 新宿区 株式会社すごいプロモーション 5011101071924 訪日インバウンドＰＲ　メタバース支援事業 梶田　潤

関東 東京都 府中市 ハマズワークス株式会社 3012401037377 超防音（消音換気付）住宅の設計・施工でコロナ禍自宅テレワーク防音対策に貢献 吉岡　晴美

関東 東京都 新宿区 アスクプロ株式会社 1010401095736 すべての子供が安心してチャレンジできる社会をつくる！「離婚弁護士マップ」の展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 Ｙｓ株式会社 8010401128803 蒸留酒の知見とネットワークを活かした革新的な蒸溜所の設立 西川貴人

関東 東京都 目黒区 ヤギデザイン株式会社 4021002030319 貸切・創発型ワーケーション施設の企画・設計・運営事業 濱高　大

関東 東京都 大田区 株式会社カネヒラ 2010801002679 サプライチェーン棄損に備えた自社製作でラミネート基材を製作、全品検査による品質保証を実現 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＩＭＳ，Ｊ＆Ｋ 6011101065413 機械導入による生産性向上と新規事業による事業再構築の取組み 森　健輔

関東 東京都 文京区 スマイルタンク株式会社 4010001118274 医療従事者に憩いの場を！御茶ノ水２ブース対応好立地インドアゴルフ事業 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アーイメージ 6010001077337 日本文化のＡＮＩＭＥＤＸプラットフォーム「ＡＮＩＭＥ：ＤＢＤＸ」事業計画 小林　孝至

関東 東京都 千代田区 日本特殊技術販売株式会社 9010001198056 「農業残渣を利用した脱炭素に向けた再エネ化とカーボンオフセット支援事業」 梅澤　太陽

関東 東京都 港区 株式会社ストンプ・スタンプ 9010401093286 ママを応援するためのプラットフォームアプリ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 荒川区 斫工業株式会社 4011501011588 再生する新潟県湯沢町とともに歩む「地域連携型グランピング事業」の開発 アクシス税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社アートブレーンカンパニー 1011201000092 照明・音響での現場実績を活かした配信事業への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 小平市 株式会社ｅｇｇｇ 6050001019962 自社生産のたまご農家が産みたてたまごを使った「シュークリーム専門店」の開業でＶ字回復 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 中川繁 沖縄産工芸品のブランド事業 井上大輔

関東 東京都 新宿区 Ｆｉａｈ株式会社 6011101087928 ＨＲテック統合分析クラウドソフトウェアの開発・販売 税理士法人ゆびすい

関東 東京都 港区 ＳＮＳ　ｆｏｏｄ＆ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 4180001134511 飲食経験を活かし、北軽井沢で豪華な食が売りのグランピング運営 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 港区 株式会社アライアンス 9010401099606 ＡＩを活用した「ＩｏＴ×フィットネス」によるハイブリッド型健康増進事業 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 有限会社ケイプランニング 1010002036271 【新分野展開】業界初動画を活用した転職プラットフォーム事業 北村　亮太

関東 東京都 千代田区 株式会社協和設計事務所 9010001014650 ３Ｄ点群簡易測量サービスの構築への新分野展開 和喜田　勤

関東 東京都 文京区 株式会社グランバー東京ラスク 6010401087547 千葉県多古町発！廃校活用の宿泊型複合施設での地域活性化事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中野区 株式会社佐世保映像社 4011001072643 月５００円！世界の短編映画が見放題のＳＶＯＤ事業ＴＡＮＰＥＮ 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ユニテ 9010001031613 お祭り、イベント用製品から住宅内装用製品へ　ＯＥＭ　事業の新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 日野市 カドミ光学工業株式会社 9013401000170 半導体製造装置を高度化する光学加工技術の開発と新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本成型産業株式会社 3010001193087 培ってきた知見を活かし、金型専門のレンタルスペース事業を展開 城北信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社フナミ電機製作所 6013201005100 舞台装置業界に高い安全基準を！鉄道部品製造業が手掛ける配電盤 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ウィルキューブ 1011001039389 店舗運営のＤＸ化を基盤に健康サポートサービス企業への転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＬＩＦＥＬＯＧ 4011001115039 犬の名刺作成ＷＥＢアプリケーションの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 杉並区 合同会社フリーハンドドライ 5011303003064 不動産賃貸業から貸切ヴィラ事業に業種転換を図り、五感デトックスを提供 野竿　健悟

関東 東京都 武蔵村山市 ボディファクトリー荻野有限会社 1012802004985 広い自社工場と自慢の技術力を活かした、外車の水性塗装への対応 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社Ｆｅｓｂａｓｅ 5011001107209 利用料金ゼロを実現！脱グルメサイト時代にマッチした中小個人店に特化したＳＮＳ連動型予約ツールの構築 ＷＡＴ’ｍ税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社興和商会 1011801021851 輸出や物流ノウハウを活かしＥＣプラットフォーム事業・倉庫事業へ新分野展開 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社メディクルード 5010401056296 ｅ－Ｇケア事業推進（介護事業所向けｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム） 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 6011401018657 一般顧客向けの旅行観光事業から国内外の物流　拠点となるＡＩ物流倉庫事業による事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＫＥＮＴＡ　ＮＡＧＡＩ　ＳＴＵＤＩＯ キッチンスタジオ・シェアオフィス開設 坂本　兼一

関東 東京都 品川区 株式会社ＩＤＥＡ　ＢＯＸ 9010701015527 スマホ一つ、コンビニ感覚で２４時間３６５日利用できる地域密着型コワーキングスペース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 Ｔｅｄｄｙ’ｓ　Ｂｅｒｒｙ株式会社 7220001020150 ホテル宿泊業から犬をテーマに男女が集うシェアハウス運営へ 辰巳　英城

関東 東京都 港区 株式会社ＳＡＶＯＹ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 6010401061766 ジェットオーブン、瞬間冷凍によるピザの製造・卸売で新分野展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 台東区 ＢＨ株式会社 8012701014897 訪問介護をおこなう住宅型有料老人ホーム施設の整備・改装 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＵＬＬＳＷＡＧ 4011001110361 ＡＩを活用したスマホ・ＰＣのオンライン買取及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 合同会社きかい 5010003019949 多様化するゴルフニーズに対し、気軽にゴルフを楽しみたい層のニーズに特化した施設の運営 梅川　貢一郎

関東 東京都 港区 株式会社エッセンティア 2010701017075 ＳａａＳ型献立クラウドサービス展開による事業再構築の取組み 川崎信用金庫

関東 東京都 小平市 株式会社Ｔ－ＳＯＵＮＤ－ＰＲＯ 7012701009650 配信特化型ライブハウスへのシステム再構築 東京都商工会連合会
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関東 東京都 港区 株式会社ジェイ・インターナショナル 3010401039955 ＫＥＲＡのストリートファッションＮＦＴ販売事業 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社ホメオパシーレメディドットコム 7010401105398 ペットの災害対策と心身のケア、そして環境配慮商品のＥＣ＆実店舗販売に挑戦 足立成和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｑｒｅａｔｅ 5010401158456 飲食業特化型クラウドファンディング×コンサルティングのスタートアップ支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社有明堂 3010901023616 障がい者福祉の健康課題解決と雇用を創出するグループホーム事業 五味田　匡功

関東 東京都 八王子市 有限会社アイグラン 7010102007919 こんにゃくを使用したパン「Ｌｏｃａｐａ（ロカパ）」の開発およびその販路開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社クローカ 9010401079269 日本の山々を創作和菓子に！デザイン会社が３Ｄ技術を駆使して製造 野竿　健悟

関東 東京都 葛飾区 有限会社柴又丸仁 4011802003771 参道で歴史を感じ佃煮を味わえるカフェ 本多　剛士

関東 東京都 葛飾区 福佑商事株式会社 1011801027865 未来型ビジネス、無人店舗型「高付加価値冷凍餃子」販売所の運営 菊池　俊明

関東 東京都 港区 株式会社全新企画社 9010401015736 みえる農業　食料生産の視える化プロジェクト 税理士法人宇野・御苑会計社

関東 東京都 港区 二光商運株式会社 4010401021383 港湾事業ノウハウを活かした港湾カーボンニュートラルに資する新規事業展開 公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｔｔｏ 6011101075569 「物件探し」から「日本文化の伝統的な技術を用いたリノベーション」までをワンストップ提案で行う 長谷　有希央

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロモデルスタジオ 2011001066358 モデル診断システム開発によるモデル人財採用マッチング・エージェント事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 中央区 株式会社ＰＩＴ　ＳＴＯＣＫ 6010001115138 中食と外食を組み合わせた「両食」型店舗の開発 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社国際開発 9011501006377 ＩＴや看護を中心とした外国人人材育成のための職業訓練付き日本語学校の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 葛飾区 株式会社ｉＴｒａｄｉｎｇ＆Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ 9011801027107 食品卸売業者が成長する中食産業に新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社レベクリ 2010001185498 配送業務分配の最適化とドライバーの副業支援 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社エン・デザイン 5040001087202 製造業のクライアント向け、営業対象の潜在顧客絞り込みＩＴサービス「Ｒｕｌｅｓｏｍｅ　Ｃｌｉｅｎｔ」の提供 塩津　友輝

関東 東京都 港区 スキルプラス株式会社 1010901028765 実際の写真をもとにした「メタスピーカー」が本の要約を読み上げる新サービス「ｓｕｍｍａｒｙ」 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社ブイシンク 5010001130393 日本初、ＯＴＣ医薬品自動販売機の製造販売の新規事業展開 西村　雅史

関東 東京都 千代田区 株式会社麹町はり灸指圧治療院 5010001155837 これまでにないオフィス向け出張マッサージという新分野の創造 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 新宿区 株式会社ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＢａｎｋ 8011101082720 人材派遣業からの転換による不動産業者向けＷＥＢシステムの開発 税理士法人福島会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮ５ＵＮＧ　ＢＵＴ 2290001067438 提案型アフィリエイト・サービス・プロバイダー事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社アンチエイジングラボ 5011001050268 医療機器レンタル事業及びマーケティング支援 税理士法人ＳＩＮ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ゆう 3010901012354 「鉄道インフラ管理データベースシステム」による鉄軌道事業者の安心・安全への貢献 志村　晴広

関東 東京都 文京区 株式会社サイファーポイント 6011201013123 インターネット販売促進事業者から、インターネット販売メーカーへの転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｂａｒｒｅｌ 1011001110281 建設業が、配達飲食サービス業に進出することでシナジー最大化を図る 奥岡　亮太

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｙｏｔｔａｖｉａｓ 6013301034420 企業間で融通し合うＩＴ人材シェアリングプラットフォーム事業 新城　裕史

関東 東京都 千代田区 株式会社シータイム 1010001081434 一般貨物自動車運送事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＰＩＰＩ 5010001165480 地方の空き家を改装したリモートワーク可能な宿泊施設の運営 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 目黒区 株式会社ＣＲＥＡ 8013201016995 不動産業から、青果店への業種転換計画 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビースポーク 9010401121336 「行かなくても良い市役所」を実現するための電子申請プラットフォーム 汐留パートナーズ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＵＢＩＱＳ 7010401145287 ホームバーと自然型体験コンテンツをテーマとした宿泊施設の新設 佐渡　和

関東 東京都 中央区 プルーデント・ジャパン株式会社 4010001180695 健康経営のための「体幹力・柔軟性チェックシステム」構築 木曽　博之

関東 東京都 江戸川区 ゼットエンジニアリング株式会社 5011701009299 ベトナムにおける医療機関向け小型焼却炉導入促進事業 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ 5013202014051 お医者さんが運営するグループホーム！入居者、家族も安心です。 五味田　匡功

関東 東京都 中央区 株式会社日刊現代 8010001053369 公営ボートレース情報とマンガサイト開設で紙からデジタルへ移行促進 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 ＴｒａｄＦｉｔ株式会社 5010001185553 ＡＩスピーカーによる介護ＤＸの実現 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社モンキーエンタープライズ 7010401128226 動物エンターテイメントと癒しを提供する「アニマルスクエア事業」 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 アウェイ建築評価ネット株式会社 2011101051978 建設業界のＤＸ化を底上げする建築検査申請自動化サービスｘ．Ｇａｔｅの開発 株式会社アライブビジネス

関東 東京都 渋谷区 アールズビジョン株式会社 5010701023079 映像製作技術を活かした、デザイン性あるコンテナハウス事業展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 青梅市 ナリキ工業株式会社 2013101005633 シ－トメタル＋形鋼立体加工を用いた独自生産プロセスによる新規市場参入 青梅信用金庫

関東 東京都 八王子市 ゆき乃恵 芸妓という無形財産価値を利用した置屋から美髪業への事業転換 大東京信用組合

関東 東京都 文京区 久保田塗装株式会社 5010001135731 自律協調型ブラストロボットシステムによるＩＣＴ施工への新規参入 駒田　裕次郎

関東 東京都 新宿区 ワイズ株式会社 7010401129777 世界に誇れる健全な美容を実現する新スキンケアブランドの開発・販売事業 株式会社令和コンサルティング

関東 東京都 葛飾区 田中紙業株式会社 1011801002884 Ｄ２Ｃ市場における小ロット・高性能・色彩豊かな段ボール供給の実現 株式会社知好楽ネットワーク

関東 東京都 台東区 Ｎ．Ｓコーポレーション株式会社 9011501015485 ハイクラス顧客向けの予約制エステ・脱毛サロン事業の展開 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エボルト 7011001127361 臨場感と没入感を追求した日本初の本格的メタバース展示会開設 ひまわり経営サポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社マツオ十字堂薬局 7011001050613 妊娠力アップ！体づくりのトータルサポート「私の妊活」 濱高　大

関東 東京都 新宿区 インタープラネット合同会社 6011003007059 広告事業にて培った撮影ノウハウを活かし通販事業に業種転換する計画 東京シティ信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社テンジンジャパン 4010601052600 地球環境にもやさしい、女性限定のオガクズ酵素風呂専門店「発酵温浴ｎｉｆｕ」の新規出店 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社アール免震 5010001092989 鉄骨ＡＬＣ建築向けの制震補強工法を開発し、メーカーとなる。 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会 8010005029167 相談員プラットフォームの構築などＤＸの推進によりハラスメント防止対策を総合的に支援できる体制を構築 税理士法人カデンツ

関東 東京都 千代田区 インスパイア・フィナンシャルアドバイザーズ株式会社 2010001099608 御代田町オフグリッドタウン計画 梨本・長島税理士法人

関東 東京都 小金井市 有限会社小桜 2012402004930 地元企業から付加価値ある組織へ　～印刷業界から半導体市場への挑戦～ 多摩信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｋｏｎ 4011001128081 国内初「撮影現場」特化型　ケータリングサービス立上げ 北見赳夫

関東 東京都 杉並区 株式会社ノナラパール 3011001126441 飲食業ネットワークを生かした植物性ミルク専門事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 サステナブル・ラボ株式会社 7010401143076 中小企業でも使えるＳＤＧｓ／ＥＳＧ活動の自己分析・可視化ツールの開発 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 目黒区 岡田不動産株式会社 9013201001220 自由が丘商店街を活性化！“パスポートいらずで韓国トレンドを楽しめる”『新しいスイーツ・エンタメ』の施設運用 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 中日産業株式会社 8013301007440 長年遊技場事業で培った接客業ノウハウを生かす飲食事業進出 株式会社Ｖコンサル

関東 東京都 品川区 株式会社つき朋 8010701024347 「地域の食堂」から「全国の食卓を豊かに彩る惣菜の通販事業」への展開 目黒信用金庫

関東 東京都 足立区 ＤＯＵＢＬＥ株式会社 1011801026504 電欠したＥＶの現場に駆けつけ急速充電するサービスの新規開始 青木　宏二郎

関東 東京都 新宿区 冨士電球工業株式会社 5011101019213 舞台照明や輸出が激減、深海資源開発用の電球により事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＢＯＮＤＩ 7010501041576 夜の居酒屋業態から昼の豚料理専門定食屋業態への業態転換チャレンジ 高松　佑

関東 東京都 文京区 株式会社オージー 6010001177442 秩父地域活性化事業への本格展開による業績Ｖ字回復の実現 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アンピールリゾートホスピタリティ 5020001103258 リアル店舗特化型インフルエンサーマッチングプラットフォーム構築 アプリコット株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社多摩健 5012701013679 非接触・非対面でもエステが受けられる！セルフ美容エステサロンとユーザーをつなぐマッチングサービス 伊藤　央

関東 東京都 港区 株式会社プルーブ 8010401084699 共働き子育て世帯向け夕食の製造および定期配送 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 ナチュラルフュージョン株式会社 8011101060288 生産者と消費者をつなぐ、カット野菜（青果物）製造、販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 こだま印刷株式会社 5011101007044 本紙デジタル校正機を導入しオフセット印刷の収益体質を改善する 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＬＩＴＴＬＥ　ＴＯＫＹＯＳ 1011201015801 ”ランチ需要”に対する、淡路島カレーをメイン商品としたカフェ業態の新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 国立市 ＣＲＯＹ合同会社 9012403001061 小売卸売事業者の業務効率化を促し働き方改革に貢献する業務基幹システムの提供 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＹＰＬＡＴＥ 2011001138553 体験をシェアするオウンドメディア型セレクトショップ 日野陽一

関東 東京都 中央区 株式会社昇寿堂 6010001047315 先端的な偽造防止印刷技術の導入によるセキュリティソリューション企業への変革 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社江角商事 9010001137617 和食店のスキルを活かして開発した日本風味ホットドッグの販売 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 世田谷区 株式会社山崎産業 8010901012283 スマートハウス体験ができるモデルルームを活用したＨＥＭＳ販売事業への進出 川和　真哉

関東 東京都 新宿区 株式会社ＢＯＰ 6011601019397 電気機械器具小売業からＬＩＮＥリファラルサービス提供への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 新宿区 株式会社啓程 5011101069828 年齢不問！中国人向け日本留学プラットフォーム「Ｇｏ　Ｔｏ　Ｊａｐａｎ」事業 片平　芳明

関東 東京都 多摩市 株式会社幸和 3013401007270 レンタルキャンピングカー事業の立ち上げによる利益の安定化 株式会社群馬銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社カペラシスティーナ 2011101057323 メタバース空間とポータルサイトで実現！全世界から東京ＬＧＢＴＱ＋カルチャーを気軽に体験できる「バーチャル新宿二丁目」 佐藤　勇樹

関東 東京都 世田谷区 一般財団法人谷桃子バレエ団 7011005005919 日本全国のバレエ団をつなぐオンラインプラットフォーム事業の開始 税理士法人ベストパートナー

関東 東京都 目黒区 株式会社ＭＯＲＥ　ＶＩＳＩＯＮ　ｔｏｋｙｏ 1010901022223 新しい居住スタイルを実現するトレーラーハウスメーカー事業 河合　　真悟

関東 東京都 世田谷区 Ａ４Ａ株式会社 3011001069302 野沢温泉村（長野県）でのプライベートサウナ及び宿泊業 株式会社八十二銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社ムクヤホーム 7011601011386 コロナ禍の市場ニーズに応える地方移住支援に関わる宿泊業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人地域人財基盤 4011005008619 地域向けオンライン伴走支援サービスによる事業再構築 アクタス税理士法人
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関東 東京都 渋谷区 Ｃｏｍｃｏｄｅ株式会社 7010401097396 フェムテック・フェムケア事業 荘司　昌宏

関東 東京都 渋谷区 株式会社１００９ 8011001066055 越境ＥＣサイト構築による自社ブランド商品の海外市場開拓計画 天笠　勝

関東 東京都 千代田区 株式会社ミノダ 6010001030188 デザインアプリ・製造データ変換システムの開発とカスタムメイド商品の製造販売 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ネコン 1010401050385 空気環境測定業務用アプリケーション「空気見太郎」の企画・開発 坪井　亮

関東 東京都 台東区 ビリビリ 最新ＩＴ技術を駆使し、非接触を追求した新しい店舗とＥＣの融合 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 シフト株式会社 2011101082882 旅行プランの自動作成・予約実行システムを開発・販売する 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 品川区 株式会社サダマツ 7011001118831 宝飾品小売分野におけるＤＸ推進によるデジタルサービス特化型企業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社ニットー住宅 5011701006255 ＩｏＴシステムを活用した健康・環境に優しいコインランドリー 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社山傳 1010001059216 新鮮な青果物を活用した冷凍果実フルーツの製造・フレッシュジュース販売施設の新設と一般消費者への小売販売への新分野展開 白井健吾

関東 東京都 八王子市 株式会社新日本メディカル 7010101006896 製造ロットで稼ぐ経営から脱却、高付加価値健康食品ＯＥＭ事業へ挑戦 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｓｔｉｒｒｉｎｇ 3011001072561 心と身体の健康をテーマとした会員制複合型インドアゴルフスクール事業 税理士法人石川小林

関東 東京都 渋谷区 ＭａｒｃｈｅＪａｐａｎ株式会社 6011001071932 ブランドワイン卸業で得たエンドユーザーを囲い込む会員事業 ビジネスクリエイション株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社クレアンスメアード 7013101003905 新規キャッシュレス決済事業の整備に必要なクラウドシステムの構築 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 千代田区 株式会社皇漢薬品研究所 6010001016410 瓶やプラ容器を使用した化粧箱仕様の製品からエコを考慮したチャック付袋仕様製品の一貫製造への事業再構築 株式会社シンカ

関東 東京都 足立区 ヤイコロニー 地域企業とクリエイターを繋ぐデザイナーズインレジデンス事業！ 惠美須丈史

関東 東京都 豊島区 京王ユナイテッド株式会社 9011803002248 新規ＢｔｏＢ資材販売案件 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 江東区 株式会社大黒 7011801026218 既存事業の強みを活用したコワーキングスペース・サイクリスト特化型宿泊施設に挑戦 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 株式会社メディアバンク・ブレイン 6010401059389 当社の強みを活かして、コスメの充実したサウナを運営する 青野　雅恵

関東 東京都 港区 株式会社スポークスマン 4010401104898 動画配信プラットフォームを活用した稼ぐ力の支援事業による収益基盤安定化 高崎文秀

関東 東京都 足立区 株式会社セブンフーズ 8011801026737 美味しいお肉を全国に届ける精肉店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 ＫＰＭ株式会社 6011101085196 不動産管理業から、空室を活かしたコールセンター運営への業種転換 税理士法人広中タックスサポート

関東 東京都 渋谷区 ＡｄｄＥｌｍ株式会社 8011101046238 繊維ゴミゼロ計画 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＳ　ＦＲＯＮＴ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 6010101012474 ワーケーション需要を捉えたキャンプ場／ＢＢＱ施設への業種転換 井上大輔

関東 東京都 港区 株式会社ＷＩＺＡＲＤ 1010401134262 アニメ専門のアパレルブランドの新規立ち上げ事業 山田　章三

関東 東京都 千代田区 エム・ケイパートナーズ株式会社 5010001174770 ２０種類以上の惣菜から好きな物を組み合わせてお届けするゴーストキッチン＆弁当デリバリー事業 税理士法人ステップスパートナーズ

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｓｔｅｌｌａｒ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｇａｒｄｅｎ 4011701017988 グループホーム×就労支援で夢の職業へ 朝日信用金庫

関東 東京都 三鷹市 スカイネットアカデミー株式会社 9012401013620 航空業界初のフラクショナルオーナーシップ制度による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＥａｓｙＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 2011001071655 ＡＩ　を活用した世界中の建築事務所と消費者を繋ぐプラットフォーム　ｉｎａｐ２（アイナップツー） 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 株式会社エコクリーン 6130001023997 循環型社会と地球環境改善のための有機物磁気分解エネルギー事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 江東区 合同会社ＨＡＲＵ 6010603009233 洋菓子・パン製造のスキルと認知を活かしたピザ店のドミナント出店 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社エスラボ 7020001131240 ハイクラス男性向け　総合美容サロン展開事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＸＧジャパン 9011101084732 不動産会社がオフィス用品に特化したＥＣショップを開発する事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＬＩＮＯ 2010903004838 ２４時間３６５日、様々なシチュエーションに応える制作会社向けハウススタジオ 世田谷信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168 グッズ商品のＥＣ通販市場拡大に伴う、製造～流通までのワンストップ化を図るスモール物流倉庫の立上げ 並木　知紀

関東 東京都 港区 ビーエフエステート株式会社 4010401121183 ＡＩを活用した居住用不動産物件のマッチングサービス事業の展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社カゲミツコーポレーション 4011401015978 バッグ等のブランド品を中心としたリユース事業 森　滋昭

関東 東京都 多摩市 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 5020001105254 医療機関だけに頼らない世の中を創るセルフメディケーション事業 ＮＸ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社クロスメディア・デジタル 9011001124555 納得を裏付ける医療説明ソリューション「ミルサポ」の開発・運営 山本　三四郎

関東 東京都 台東区 株式会社日本国際ＩＴ人材協力機構 5013301041120 外国人ＩＴ人材に特化した国内ＩＴ企業とのマッチング支援サービス 塙　健一郎

関東 東京都 府中市 株式会社ニーズコーポレーション 5012401010555 万能調味料・野菜訴求食品を郷土農産物を使用し製造販売する事業 むさし府中商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社ＯＮ 8010601053719 既存事業を活かした新業態プラン　オリジナル刺繍による新サービスの展開 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｒｉｐ 8010401128241 地域の魅力と瞑想サウナを軸とした心と体が整う旅体験の提供 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＲＡＩＬ 1011101045691 食品ロスとなっていた鶏・魚の端材を活用した、健康志向のラーメン店を開店する ＭＳＣ税理士法人

関東 東京都 小平市 株式会社エフオーピーシー 4012701015008 「ゴルフに行きたい人」と「集客に悩むゴルフ場」のマッチングサービス 小森　孝一

関東 東京都 港区 株式会社ＴＹＬ 5010401133087 診療業務効率・受診体験の質向上！動物病院の診療業務補助システム（アプリ）の開発 野口　和義

関東 東京都 台東区 株式会社テクリアス 3011101076941 爆増する倉庫需要への挑戦！小型の自動運搬装置のシステム開発 茅　毅

関東 東京都 新宿区 株式会社イング 3011101052372 Ｗｉｔｈコロナの健康増進をサポートするＶＲを導入したゴルフ＆エクササイズ　スタジオ事業 有賀　靖典

関東 東京都 中央区 ＶＡＰＯＬＬＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010001210343 グッズ購入目的、投機目的２重のニーズで取引活性化！ＶｔｕｂｅｒをコンセプトにしたＮＦＴアート販売事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社さくら 3013301043762 訪問介護業者のプラットフォーム構築によるｅスポーツ市場への転換 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆａｖａｒｙ 7012701013322 ＥｄＴｅｃｈ　潮流における学習コンテンツ提供基幹システム開発の新サービス展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 株式会社３３３ＧＩＮＺＡ 1013301033170 密の温床となっていたスタンディングバーから、人脈と調理技術を活かした割烹料理店への事業再構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 中央区 有限会社タイコウ 5010002022045 極上かつお節加工食品の自社ＥＣサイト直販事業 税理士法人峯岸パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 ナノオプテック有限会社 3010902019183 砂糖不使用ヘルシースイーツ製造、ｓａｎｔｅｂｏｎ事業 兒玉　洋貴

関東 東京都 目黒区 バッカ株式会社 1011601019690 ビールの内製化による仕入れ効率化と既存ビジネスとの相乗効果 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 町田市 恒栄実業株式会社 3012301011192 国産素材で作る、中華饅頭をＥＣで全国展開！本格中華料理店が通販事業に乗り出す事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 東京都 新宿区 ＧＢＹ株式会社 7011101061915 日本語学習者向けオンラインレッスンによる事業再構築計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 荒川区 株式会社ヘルスガイド 6011501008640 持続可能な無機化有機肥料生産 ペンデル税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＢＸ 6010401074512 ソリューションベンダー事業への転換による顧客多角化と自社製品販売 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社会議室コンシェルジュ 2010001155781 転換点は２０２５年！　動画を活用した保育園改革コンサルティング 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ベースポイント 5011101067864 学習スペースマッチングプラットフォームサービスへの進出 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＯＤＯＲＯＫＩ 2013301042220 オークション型販売のＡＳＰカートシステムサービスの展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社金沢浴場 2011102003185 業界初公衆浴場がクラフトビール醸造　日本文化を世界に発信！ 朝日信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社パイロスミス 1010902024730 プログラミング教育現場への「プロ仕様」打上花火ソフト販売事業 大川内　久雄

関東 東京都 葛飾区 株式会社バスくるグループ 8010001143459 貨客混載規制緩和に対応した当日配送のための鮮魚流通サービス 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＥＮ 6011001120243 高精度ストレス測定器を用いた法人向けメンタルヘルスケア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社アースアート 7010401121362 釣り　ｘ　宿泊　ｘ　食事をテーマとした最先端無人宿泊施設の立ち上げ 山田　章三

関東 東京都 中央区 鐵道機器株式会社 8010001050861 海外販路開拓のためのＥＮ規格中継レール分岐器製造体制の構築 株式会社北陸銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＲデザイン研究所 3011001048272 メタバース活用のＶＲ研修プラットフォームの構築とサービス展開 森内　康裕

関東 東京都 江戸川区 株式会社トータルコンサルティングオフィス 7011701012895 美しく魅せる、変わる、女性専用スタジオ、ミラクルチェンジ劇場 水落　広基

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｏｕｐｅ 6011001103314 Ｌｉｖｅ配信型１ｏｎ１トークアプリ【ｏｌｉｖｅ】の開発 鬼塚　明日海

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＲＡＣＥ　ＨＯＴＥＬＳ＆ＴＲＡＶＥＬ． 9010001182191 海外のお菓子を定額で毎月お届けするサブスクリプションサービスへの挑戦 山田　健一

関東 東京都 新宿区 カソク株式会社 5011101073763 ＩｏＴを活用した新しい時代に合ったレンタルスペースの運営事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社日本医工研究所 8010001166410 オンラインとＤＸの融合によるビジネスマッチングの精度向上 税理士法人サンハーツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジム 3011001010637 『原宿から世界へ。創業５６年のニットメーカー次期３代目社長が起死回生をかけて取り組む日本初のラグジュアリーニットブランド 喜田　佳映里

関東 東京都 港区 株式会社レッドクイーン 6010401115968 学習支援システムＡＩコーチング「合格パスポート」開発および運営計画 ＧＡＬＡＰ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社光文堂インターナショナル 5011001049698 家族親戚と過ごせる新しい「都市型アクティビティホテル」事業 山田　健一

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＲＩＳＥ 1011601016151 最上のハンバーガーで最高の「時」を！クラウドシステムと美容業で培った接客ノウハウを活かす飲食業への新分野展開 税理士法人西川会計

関東 東京都 東村山市 銀河鉄道株式会社 1012701004500 カフェ併設旅行センターと車両整備工場の新設事業 市川　正一

関東 東京都 渋谷区 株式会社アバハウスインターナショナル 1013201000361 オンラインとオフラインを融合させて 税理士法人浅田会計事務所

関東 東京都 渋谷区 ｉ－Ｓｅｅ株式会社 6021001047659 「店舗スタッフによる新オンラインＥＣ接客サービス」を通じた事業再構築 マジェステ株式会社

関東 東京都 文京区 株式会社ＭＡＩＡＳＯＦＴ 7010001167731 地域と連携しＩＴ技術を活用したグランピング事業への進出 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社

関東 東京都 文京区 バーズ・ビュー株式会社 3010001149650 バーズ・ビューが非接触タグでのＤＸで救急医療現場を楽にします 白川　淳一

関東 東京都 練馬区 株式会社ＳＦＩｎｆｏＣａｐ 2011601021885 食×イベント×宿泊　体験型ライフスタイルを提案する企業への転換 ＪＢＡ税理士法人

関東 東京都 練馬区 活力館 「マッサージ×食事＝内外両面の健康」をコンセプトに既存事業の整体業と新事業の飲食業の相乗効果でコロナ渦を乗り越える 薄井　保男
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関東 東京都 東久留米市 株式会社縁 4012701014372 複合施設「蛍」事業計画書 多摩信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社緑陽社 2012401014798 最新印刷機の導入と写真館との共通プラットフォーム開発による各地域の経済発展 柿﨑　誠治

関東 東京都 新宿区 博一株式会社 6010501038152 越境ＥＣの課題をまとめて解決、健康ビジネスをサポートする為のＤＸ推進事業 佐藤　泰久

関東 東京都 港区 ディー＆グロースキャピタル株式会社 8010401130065 スイーツメロンパン販売による北谷町の新たな観光拠点の開発 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

関東 東京都 港区 ＬｉＬｉ株式会社 3120001182566 マインドセットから専門スキルまで学べる若年層の女性向け教育の新提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 深沢バル 『世界遺産×温泉×クラフトビール』で温泉街にともる灯り 島根県商工会連合会

関東 東京都 港区 ブライエッジ株式会社 1010001151121 ＩＴ企業特化型人事評価システムの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｊ－フィンテック 9011001067358 小規模事業者向け電子帳簿保存及びインボイス簡単システム 有限会社銀河企画

関東 東京都 新宿区 株式会社かがやくコスメ 3010401139268 非接触オンライン診療による処方箋提供サービス事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｃ－ＡＸＩＳ 5240001021090 インフルエンサーが創り出す循環型のマーケットプレイス事業『Ｐｒｅｌｏｖｅ（プリラブ）』 株式会社広島銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬＬＬ 2010001185465 サプリメントやクレンジング等女性向け商品のＤ２Ｃ事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ハテナバコ 9011101048407 徳島・麻植山川の築１００年の商家再生による交流の場づくり～道ノ駅的！藍染め体験宿～ 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 岩本モータース有限会社 1011102025544 クラシックカー預かり保管とオールドジープレンタル事業＆アウトドアサービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 杉並区 合同会社みんなの学校 1011303001740 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展開 大西　貴

関東 東京都 目黒区 株式会社ル・ルソール 1011001118168 最新の冷凍技術を活用した高級冷凍パンＥＣ販売事業への進出計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡｍａｔｅｒＺ 1010401128512 ＩｏＴサービスの提供方法変更による業態転換 川井　良訓

関東 東京都 新宿区 有限会社アルファ 2011102029726 ＶＲ技術を駆使した１人用完全個室型のフィンランド式サウナ運営事業 佐々木　洋平

関東 東京都 港区 株式会社すし匠齋藤 9010401077834 「すし匠齋藤」の新たな挑戦！　健康志向の「野菜寿司」と熟成魚を提供する新店出店 久保田　昌宏

関東 東京都 八王子市 有限会社ピースメイキング 8010102010715 地域食材や有機農産物を使用した加工品製造を目指す就労継続支援事業の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社レクティオエステート 7010401132252 ２４時間無人運営　予約貸切型　個室フィットネスジム×ＩＣＴ活用×タイムシェア（時間貸） 株式会社北國銀行

関東 東京都 新宿区 Ｉｎｎｏｖｅｘｃｉｔｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 4011501022156 ＡＩチャットボットを活用した先進的なオンライン機体販売サイトの構築 西武信用金庫

関東 東京都 三鷹市 合同会社ＯｎｅＳｅｌＦ 8010103001374 食から健康へ。食の専門家　管理栄養士による調理指導付きカフェ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社医道メディカル 1010701030863 コロナ禍で縮小した検査事業の経営資源を活かし、東京大学との共同研究をもとにした細胞培養加工事業への事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＳＩＭＵＬＡ　Ｌａｂｓ 6021001060109 ＡＩを用いたＩＴ人材潜在層の採用～社内教育までを一気通貫して効率化するアプリケーションの開発・運営事業 税理士法人ＪＴＡ　Ｇｒｏｕｐ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 フロンティアコンサルティング株式会社 4020001102483 イタリア各州の郷土料理を取り入れたダイニング（イタリアン中心）への業種転換 物種　健吾

関東 神奈川県 平塚市 株式会社エンジョイフーズ 9021001038309 業界初、健康増進に寄与するラーメン専門店による新分野展開 須永　達也

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社杉建 5021001053600 地域の新鮮野菜が食べられる地産地消のダイニングバー展開 須永　達也

関東 神奈川県 大和市 有限会社ギャラリー田辺 1021002047200 スマートフォンの設定から修理までを担う一気通貫サポート事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社フィッシャーマン 8021001059990 旬鮮食彩を様々な場所で！魚のプロが手掛ける移動販売・テイクアウト事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 Ａｖｉｎｔｏｎジャパン株式会社 5010601039407 ＡＩ画像解析の強みを生かした法人向けＤＸ人材育成パッケージサービス 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ＳｃａｌｅＰａｒｔｎｅｒｓ合同会社 6020003012555 集合住宅の住民コミュニティ・管理組合のＤＸ促進Ｗｅｂアプリ「コムーネ」の開発・提供 峯尾　喜一

関東 神奈川県 横浜市青葉区 陶芸教室つぼみ 陶芸家の強みを活かした金継ぎ教室の開講と陶磁器の修復事業 大谷　周平

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ケーティーエス 1020001118111 飲食店関係者が水回りを体験できるショールームカフェによる事業再構築 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＲＡＳＨクルージング 2021001031575 腸活セラピーサブスクサービスで健康機器によるメンタルケア対策 岩井　久典

関東 神奈川県 厚木市 ジャパニーズ　ダイニング　かん助 ＪＡと人気ラーメン店とのコラボによる「ラーメンキッチンカー事業」の展開 厚木商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 富士箱根測量株式会社 6021001032090 ３Ｄ測量機＆ドローンによる予防保全案件の受注 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 ネクシアス株式会社 9011001109655 アンチエイジングに繋がる富裕層女性向けのストレッチ事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アルト・カンポ 1020001025274 デザイナーがつくる横浜三渓園複合型【ギャラリーお教室和カフェ】計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＨＵＫＯ　ＪＡＰＡＮ 6020001084943 対面営業代行から韓国化粧品メーカーの正規ＥＣに業種転換で再起！ 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社チャイルド・フューチャー・アシスト 4020001082932 保育の強みを生かして都会の園児・児童に自然学習体験の施設開所 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 合資会社グリーンハウス 6020003004230 神奈川県川崎市で初・２４時間無人営業のレンタル写真・動画撮影スタジオ施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 神奈川県 川崎市麻生区 合同会社セレンディピティ 3020003010322 音楽業界の経験を活かしたビジネスパーソン向けボイストレーニングへの進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ピースフル 6021001015847 救急救命士の強みを活かし、プロとの提携で「放課後等デイサービス」に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｋａｎｏｏｙ 7020001136553 顧客のライフスタイルに合わせたクリーニングサービス事業の展開で売上向上を目指す 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ジャスティ 9021003007583 コロナ禍で需要高まるレンタル倉庫事業参入 深谷　康祐

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社弥平 6021001045340 本場の味と雰囲気を気兼ねなく！本格沖縄料理店「じゅにまーる」の展開 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ハンドレッドマイル 8020002067425 女性のネットワークを活かした温活サロンへの挑戦 税理士法人さくら総合会計

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ＴＡＫＵＭＡ　ＹＡＭＡＺＡＫＩ　ＤＥＳＩＧＮ合同会社 3020003016088 デザイナーが自社製造する新素材デザイン家具のＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 秦野市 Ｏｈａｎａの台所 ポストコロナにおける健康志向・自然食店舗の開始による再構築 柳　孝之

関東 神奈川県 横浜市港北区 フューチャーズ・インベストメント株式会社 7010001094851 ゴルフリゾートホテルとの共同によるスノーモービル等の体験型リゾート事業への進出 経営創研株式会社

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ムサシノ精機 9021001021306 量産切削加工システム構築による電動制御機器業界への参入 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 小田原市 株式会社国際農業開発 1010401122738 途上国支援で培った知識・経験を活かし、ヤギ等家畜をはじめ田圃、畑地、果樹園の活用の講義付き体験農園の構築 吉川　順子

関東 神奈川県 川崎市高津区 美容室トリッシュ コロナ環境に即しデジタル活用したレンタル着物事業への業種転換 井上大輔

関東 神奈川県 平塚市 株式会社パワトロニクス 2021001034982 「伝わる」を目的とした、広告宣伝業への新規参入計画 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社アクアシスト 8021002025249 子育て世代を中心とした中古住宅リフォーム＋不動産仲介売買のワンストップ事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 厚木市 オヘソファクトリー株式会社 4021001052108 建築事業からデジタル技術を駆使した工事用部品の移動販売サービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市多摩区 齋藤工務店 長年地域密着した建設業の経験を活かした不動産事業への業種転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ふたばの会 コロナ渦に対応する国民の豊かな食生活を梅とお茶で実現する 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社エゾン 7021001032370 神経系ストレッチから始まる小田原住民健康増進事業 株式会社くろしお保育園

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クロノス 5020001103373 最新技術を用いた枕による睡眠不足改善計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市旭区 ミタス一級建築士事務所 地方戸建て空き家活性のための投資、ワンストップ応援事業 井上大輔

関東 神奈川県 藤沢市 プルナ　 ウェルネスとサステナブルの融合をキーワードにした食の分野への業種転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社みやび商事 8021002069295 子供の自立的成長に拘る放課後等デイサービス事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 Ａ＆Ｉ　ＬＡＩＮＥ合同会社 1021003005289 本格的なフランス料理を楽しむための複合サービス事業への転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市磯子区 東陽設計工業株式会社 3020001003154 ＤＸ技術を活用し持続的時代に即した新３現主義支援サービス展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社エスライフデザイン 5010901035519 急速冷凍機を活用した横浜炸鶏排の業務用冷凍製品の新規販路開拓事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社パッチワークス 3010401114849 富裕層向けオートクチュールアパレル商品の自社製造販売への転換 税理士法人総合経営サービス

関東 神奈川県 小田原市 株式会社楽市会 8010401099846 小田原湘南より～「愛犬と共に食する喜び」～食品製造業への展開 森藤　啓治郎

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社スマートパワーシステム 6021001045571 バリ取り工程の自動化と高精度加工機により製品加工受託事業への参入を図る 立野　靖人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ベクトロジー 1020001114622 世界基準のＦＰＧＡ技術を活用し「ゼロ遅延の社会インフラを創造する」 株式会社エイチ・エーエル

関東 神奈川県 平塚市 アスエル整体院 潜在的フィットネス需要に対応するプライベートジムの開設 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジャパンペットケア 8020001092250 ヒューマングレードのプレミアムペットフードの製造販売でＶ字回復を果たします 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ライフタイム 7020001111548 「インパルス・レスポンス」オーディオファイルの制作販売 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社牛肉の高橋 3021001019636 生食用牛肉加工専用キッチン導入による食肉卸事業のＶ字回復 安達　延行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ささき 1021001040404 眼鏡・補聴器（モノ）を売る店から　『見えごこち』・『聴こえごこち』（快適な生活）を売る店に かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 伊東大和 国内及び海外作家のマネジメント事務所経営とスタジオ運営 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社Ａｓｔｉａ 6021001049878 動物性から植物性へ～発酵レストランで新たな市場を開拓～ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 光商事有限会社 1020002068719 「固定概念を覆す新たな料理」と「ＤＸの活用」で感動と特別な時間を提供する新分野展開！ 青松　伸幸

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＭＭ７ 5020001062256 出張バーベキュー事業から弁当販売店への事業転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社喜明堂 8021001023393 ３０代女性向け本場材料を利用したＯＥＭ健康食品の新開発・ＥＣ販売事業 税理士法人あおば

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社マルニシビニール商会 4020002017557 自動同調システム搭載高周波ウェルダー機械の導入による新規商品の製造と生産性の向上 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ケーズ 7020001119946 住宅補修での強みを活かすハウスコーティングへの業種転換 齊藤　肇

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ベイサイド・ダイニング 1021001047399 ご自宅で楽しめるこだわりカレーパン専門店事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 伸光写眞サービス株式会社 8020001008735 技術力を活かしてプリント基板ＮＣ穴あけに特化した加工事業 横浜信用金庫
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関東 神奈川県 平塚市 株式会社湘南メジャーカンパニー 9021001039281 事務所空室を有効活用！次世代を担う地域キッズのプログラミング支援ビジネス 税理士法人あおば

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社根岸の旗や 5020001028257 当社遊休スペースを活用したダンスプログラム特化型フィットネススタジオの運営 加藤　一治

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社アンダンテ 9020001113195 航空機操縦訓練用シミュレーターを使ったフライトスクール開設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 ｃｒａｆｔ　ｗｏｒｋｓそら 地域一番の親切・丁寧なタイヤ専門メンテナンス事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社村山自動車商会 7020001058203 キャンピングカー販売から組立・製造への垂直展開による事業拡大 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南ブライダル協会 花と愛犬をテーマにしたフローラルドッグカフェによる事業再構築 太田　満

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社ワイツー 6020002051587 ＥＣサイトショップ事業へ事業転換のための広報・広告事業計画 藤永　滋

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ＡＲＴＢＡＮＤ 9021001055270 モバイルコーヒーショップ開設事業＠鎌倉沿岸部 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市港南区 シキデンキ株式会社 7020001119285 コロナで注目！免疫力を上げるスタミナカレーで地域を活性化 野江　泰介

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＬＥＸＥＬ 7021001016646 パチンコユーザー向け地域情報配信＋インバウンドユーザー向け多言語案内のＤＸハイブリッド事業 中村　健一郎

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ジャムザライフ 8013201018083 ミューラルアートを起点とした特集塗料販売・ギャラリー事業 アアル株式会社

関東 神奈川県 大和市 株式会社ホクエツ 8021001025902 半導体製造装置向け除害装置の検査体制と生産体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＬＩＮＫ－ＵＳ 3020001107277 新型レーザー顕微鏡導入による研究開発体制の構築とグローバル化 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ジェイエスケイ 3010001096414 ｅラーニング「オンライン研修」「教育映像」作成とレンタル、ＥＣサイトの構築 三戸　裕子

関東 神奈川県 横須賀市 稲毛和昭 激戦区だってなんのその！京都ラーメン森井白楽店開店計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社アリーナ館 9180001090188 全国の占い師に繋がる、店舗型オンライン占い館への業態転換 佐藤淳

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社トラベルウィズドッグ 1010503005287 宿泊施設の駐車場と車中泊利用者を繋げるマッチングサイト「お宿ｄｅ車中泊」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社Ｍ・Ｋコレクション 9021001008170 セルフエステサロンの運営 加藤　丈博

関東 神奈川県 座間市 株式会社エヌ・ケイ綜合クリエイト 6021001026209 座間市のふるさと納税返礼品を目指した「地産地消」の冷凍食品の製造販売 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ＮＯＲＭＡ 6021002006465 ピンチをチャンスに！生ハム・魚醤の一般消費者直販事業を開拓 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 こばせき 墓石工事から石の風合いを活かした外構エクステリア市場への展開 ビジネスクリエイション株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社トライム 7020001110541 東扇島デリバリー計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ディークラウド 8012401022622 我が国で８軒目の天然氷製造工場の設立と、天然氷の販売事業に参入 東京都商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社グリーンインコーポレーテッド 6020001086403 アメリカ肉料理専門店が行う焼肉店出店に係る事業再構築 灘部　隆志

関東 神奈川県 相模原市緑区 リシェル エステ事業の立ち上げと業務ＩＴ化による業務効率化事業 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社教育ネット 7020001106267 学校教育向けＧＩＧＡスクール構想時代の情報セキュリティ学習システム 荒井清志

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社フューチャーアマデウス 6021001005798 メッセージビデオの映像制作事業　～家族のシネマ、あなたのシネマ～ 税理士法人吉澤会計事務所

関東 神奈川県 横須賀市 池内精工株式会社 8021001039935 新型エンジン部品の製造炉導入に伴う事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 日本電子工業株式会社 7021001014897 金属３Ｄプリンタ技術導入による純銅部品製造事業への進出 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社大矢製作所 6020001069028 一業界依存体制から脱却しグリーン成長産業へ資源を集中させる再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 秦野市 株式会社陣屋コネクト 9021001047920 宿泊施設におけるＩｏＴを活用した顧客満足度の向上と省エネルギーな運営の実現 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社音響商会 9011501014140 エレキギター製造の内製化と海外向け高級モデル販売による事業拡大 前田　由美子

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＭＭＳ 9021001051807 隠れた強みを発掘し精密部品洗浄から児童福祉事業への進出 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 ヨンマルゴファクトリー ミルクティーで挑戦する若者雇用、地域活性化、ブランド構築！ 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 神奈川県 相模原市南区 ＯＦＴ株式会社 1021001058628 『ハンバーガーチェーンから　仙台ホルモン焼肉屋への新分野展開』　～思い切った挑戦で地域密着経営を目指す～ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 足柄上郡松田町 有限会社テクノプラン 2021002055227 地場産品を活用したオリジナルスイーツの製造及び販売による事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市青葉区 らいふでざいん株式会社 5020001133486 ｅ－ｓｐｏｒｔｓのフリースクールおよび放課後スクールの開設 須永　達也

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社しむら 7020001067897 医薬部外品新規参入を目指す事業転換！ 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社明清 4021001020551 輸送事業から成長産業を支える精密部品洗浄事業への進出 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社オンリーワン 7021002028582 ニッチを狙う自動車修理工場 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 海老名市 株式会社前田工務店 1021001024456 建築・リフォームの設計図を３Ｄ化した新たな提案とオンライン事業 佐久間　達也

関東 神奈川県 小田原市 株式会社湘南測量設計 3021001057495 レーザースキャナー、ドローン等導入による測量業務インテリジェント化 松永　敏明

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ディークルー 9021001049999 神奈川のトップサロンが挑戦する遠隔注文＋宅配対応型調剤薬局 大竹　貴司

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社ワイテック総合サービス 9021001071573 ＩＯＴ温泉管理システムの開発及び高付加価値「炭酸泉・水素泉」発生装置ユニットの開発 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アクティブ・ブレインズ 2013201007991 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ最新規格に対応したオーディオデバイスの開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社和光 8020001065727 感染症対策に特化した非対面サービスへの事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 牧野フライス精機株式会社 7021001020862 工具研削盤のＣＡＤ／ＣＡＭ加工支援システム開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ビルドアート 5021001008661 塗装とリフォームの経験と顧客基盤を活かして住宅建売り事業へ進出 平塚信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 ビカクワークス 鎌倉でシェアキッチン事業　地元である鎌倉・逗子・葉山へ、まち・ひと・しごとの地方創生に貢献します。 魚谷　康行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 藤田鍍金工業株式会社 2020001018665 国内初、導電性とばね性を両立向上させるめっき技術の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ケーエス工業 7021001035811 高品質・高精度な切断加工技術の獲得による半導体製造装置分野への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市西区 モデルハウス株式会社 2020001104465 元老舗旅館総支配人が仕掛ける「おもてなし」グランピング事業 桜内　文城

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ジーエム 4021003004973 宿泊施設の一部を業務用キッチンに改装した貸しキッチン事業 根本　良太

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社シャフト 9021001066152 デジタルツインシステムを利用した３Ｄデジタルモデル提供サービス事業 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 神奈川県 平塚市 トルネラパージュ合同会社 8021003010596 フレンチレストランからテイクアウト惣菜で食品製造業へ業種転換 堀江　克

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ノマディックエナジー 9012401023710 多用途に展開可能な小型コンテナハウス販売事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 わしょクック株式会社 7021001058283 和食料理教室の海外展開と越境電子商取引連動型オンラインレッスンの提供 補助金活用支援会合同会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ファミリア合同会社 4020003017036 ＩＴ人材が学び・働き・住む学職住一体の施設　「ファミリア　ＩＴエデュケーションセンター」の開設。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社礒企画 4020001045633 独自世界での非日常体験を提供する新たなフォトスタジオの創設 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社ボナペティ 5021002027891 パンの美味しさそのままの低糖質パンの開発から販売で地域住民の健康生活を応援します！ 佐藤　勝己

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シモダ 4020001008796 最新レーザ設備導入による燃料電池部品の開発で、事業再構築を実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ショウワ 4020001007492 業界初のシーシャとデジタルアートを融合させたシーシャＢａｒの新規展開 德田　進

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社勝栄 2020001115438 日本初！自宅で簡単に健康管理！尿検査を行えるスマートビデの製造・販売計画 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＡＭＫテクノワァクス株式会社 1021001035742 次世代システム吊り足場を利用した高度な安全性を必要とする補助事業市場への進出 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＬＡＮＤ・ＨＯＭＥ 4020001130022 日本未上陸の”粉焼肉”料理店進出で事業再構築に挑戦 井上　拳

関東 神奈川県 秦野市 スリーエス工業株式会社 3021001022598 センタレス研削盤導入による高精度チタン製エンジンバルブの新規製造 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社三英空調工業 3020001005051 ファイバーレーザー切断機導入による高付加価値製品の製造と販路開拓 大串　智之

関東 神奈川県 川崎市幸区 海月興業株式会社 2020002054957 地元川崎と共生する多目的カフェを創造し、事業との相乗効果も図る Ｎｏ．１税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ケイ・エス・エス 4020001017558 警備会社提供の日本１安心安全なマシン特化型フィットネスジム事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ジェス 2020001002124 遊休スペースを活用した快適コワーキングスペース運営事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社エコーパーツ 6020001019560 最新設備による高品質切断加工の実現で、半導体製造装置分野へ挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市港北区 エムテックスマート株式会社 6020001061348 特許工法ＭＴＳ－Ｄｒｙｐｒｏｃｅｓｓの装置開発の新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｓｋｒｕｍ 3020001122912 ＡＩを活用したシステム開発・Ｗｅｂ制作　受発注マッチング事業 トリプルナイン株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 普段使いができる高品質なイタリアン持ち帰り惣菜店への挑戦 渡邉勝次

関東 神奈川県 秦野市 スッキリジャパン株式会社 4021002038320 地域の健康と福祉を支える“リラク＆フィットネス”スペース事業の展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社ミユキ商事 5020001071579 ネオ大衆酒場の新規出店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 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ピープル 9020001000352 ニーズの高まる自動販売機のカスタマイズ商品・内製化と拡販 税理士法人ＴＯＳ佐々木会計

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社リーガルエステート 9020003007874 多店舗展開を前提とした士業向け再構築事業の事例創出 宮田　浩充

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＨＡＮＡＥＭＩ株式会社 5010001117746 香水ファブレス企業から医薬部外品製造業への業種転換の挑戦 菅野　浩司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社Ｏｎｄａ　Ｇｒａｎｄｅ 3021001068286 イタリア料理店が有機ワイン販売へ業態転換で事業再構築 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社アーバン 1021001019274 「また行きたくなる商業型ＢＢＱ／イベント事業」 島本　広幸

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ユウサービス 9020001045926 地球環境に貢献！廃フロン類のサーキュラーエコノミー実現事業 税理士法人アタックス

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社ｅｃｒｕ 1021001071300 工芸体験教室のノウハウを活かした独自製品小売業の新展開 熱海商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社喜仙荘 5021001032125 音楽から箱根の自然観察まで、オペラ歌手がもてなす異色の温泉ワーケーション さがみ信用金庫
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関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社プロジェクトビー 4021002023933 二輪車セキュリティセンサーの開発・販売による新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市栄区 有限会社旺文商事 6020002066511 本格中華の味を自宅で、テイクアウト専門店で事業再構築 税理士法人吉澤会計事務所

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社サカエ建設 3021001014356 「ゼロエネルギー住宅＋おうち遊びハウス」で下請け事業から脱却 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社Ｂｅａｃｈ 4021001051299 笑う門には福来るリゾートウエディングで日本を笑顔にするＳＢＷ事業 白川　淳一

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社五島製作所 2020002086356 航空機部品の需要拡大への対応による生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社魚伝 1021002049758 「干物の良さ」を生かした冷凍食品製造販売事業への新規参入 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 ユージーエム株式会社 5020001029841 電子精密部品の内製化によりサプライチェーン強靭化を進める事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ダイコク開発株式会社 2020001123548 ウィズコロナを生き抜く本格イタリアンレストラン事業への参入 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社隼 9020001093719 誰でもが働ける「クマの手カフェ」東京初出店で雇用維持の推進 天笠　勝

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社ヨコハマ吉倉 1020001030002 エネルギー機器／医療装置市場を指向した大胆な事業の新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 優味彩 見せる！体験できる！味わえる！健康にも良い総合食品工場 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社石田総業 8020002029020 高品質を追求したダクト製造で、ニッチ＆トップ企業を目指す 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＳＹＭＢＯＬＰＬＵＳ 4020001106014 空間デザイン設計力でＥＣ直販に対抗！「ショールーム実店舗」等の設計事業に参入！ さわやか信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＪＯＩＮ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9040001094005 除菌ノウハウを生かしたシャワーヘッドの試作・製造 児玉　直樹

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ヒロ 3021001067354 地域資源を活用しペットと人が一緒に楽しめるスイーツ事業へ参入 平野智一

関東 神奈川県 横浜市南区 瀧澤雅希 現役ビデオカメラマンによる、映像を活用したインドアゴルフ練習場の運営 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ティーファセット 3020001129809 カーディーラーとキッチンカーの出店場所マッチングアプリの開発による業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＡＩＤＥ 8020001106704 酸水素ガスの力で、体質改善！カラダの内側からキレイになれる美容エステ事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

関東 神奈川県 川崎市幸区 Ｋｅｉｈｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4020001082131 来日する特定技能者対象の日本文化研修施設をインドネシアに建設 川崎商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 松尾工業株式会社 6021001002102 特殊コーティング材の半導体装置部材向け新工法の確立 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 龍起株式会社 4020001096552 パワーストーンの小売店からリピーター向け中華料理店への業種転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ピーエムユー株式会社 1011301015123 次世代自動車普及のための国内研究開発体制強化への貢献 株式会社イクルスマネジメント ＪＡ三井リース株式会社

関東 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社丸晴工務店 5020002093498 宮大工技術と現代の和のデザインで「ライフデザイン家具」に進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社プロテックシステム．Ｌａｂ 3020001034240 産業用ロボットを中心とした技術的付加価値を提供する為のモノづくり拠点設立 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社アサイマーキングシステム 9020001064934 広告用グラフィックス生産で培った技術を用いて、安全対策エスカレーターグラフィックスの高効率生産 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 アイステップ株式会社 1010701011343 小売用の高級な冷蔵飲食料品の販売への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＷＡＶＥ株式会社 9020001103007 犬連れで入店できるスパイス料理店多店舗展開による地域観光振興 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジェイトレーディング 3020001035214 独自のバイオトイレプラント構築による災害対応型移動式バイオトイレの製造・販売 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 富士芝化成株式会社 1020001065576 燃料電池関連市場進出事業 魚谷　康行

関東 神奈川県 伊勢原市 越光歯科医院 高齢者の健康寿命の延伸に向けインプラントを中心とした自由診療の提供 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ハマーズ 3020001083592 アスベスト分析調査部門設立による新たな収益源創出・事業拡大・雇用創出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 アデリーヌ株式会社 5020001089588 私立小学校受験の「運動科目」に特化した幼児向け運動教室の開校 児玉　直樹

関東 神奈川県 三浦市 株式会社城ヶ島水産 2021001043587 冷凍食品の製造方法刷新によるポストコロナの冷凍食品需要への対応強化 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 三浦市 株式会社四季の自然舎 3021001043561 地元三崎港直送！まぐろ餃子の冷凍自販機による非接触型販売事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市西区 エグザ株式会社 7020001014206 企業と大学生ブランドアンバサダーのマッチングプラットフォーム事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社相澤良牧場 3020002046375 横浜発祥の酪農業を未来の世代へ繋ぐバウムクーヘン事業 庄司　雅

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社竹村精密工業 5020002081420 最新設備の導入により既存事業との相乗効果を実現する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 藤沢市 丸眞株式会社 8021001002141 めんつゆ事業を新たに立ち上げ、飲食店向け販売の強化と、一般消費者向けの新たな事業領域を開拓する 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社岸空調 5021001051141 Ｗｉｎ－Ｗｉｎで地位向上を目指す建設業向け営業代行サービスへの参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ツナマヨ 6020001114023 ボディケア技術と店舗運営ノウハウ活用した通所介護事業の展開 左近允　陽平

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社オースズ 9020001008370 食品機器業界に特化した、オールステンレストルクヒンジの製造販売 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 藤沢市 ＨＡＳＨ　ＦＵＴＵＲＥ株式会社 1010001153753 ブロックチェーン技術を使ったＮＦＴゲーム運営会社への事業転換 鈴木　康一郎

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社みすゞ製作所 7020001071602 高度金属加工技術によるＥＶ・ロボット部品開発への業態転換事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社横浜リテラ 3020001007527 サーキュラーエコノミー型パッケージメーカーへの事業転換 株式会社ＧＩＭＳ

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＳＨＯＷＡ 3020001092338 自家用車ニーズの増加に伴う、自社特許を活かした地下駐車場建設 茅　毅

関東 神奈川県 横浜市中区 小麦の翼 希少牛のミルクを使ったソフトクリームを販売するリスク分散型食品ロス対応モデル事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 アズ・ドリーム株式会社 7020001107793 大阪市にてステーキ専門店からそば店へ事業転換を図ります 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社高橋製作所 4020001068064 精密金属加工製品の生産体制構築による医療機器分野への事業展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 藤沢市 Ａ．Ｌ．Ａ株式会社 5021001069290 輸入小売業から国内製造業への新展開、新ブランド設立へ。 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社夢工房 2020001059750 不動産仕入力を活かした中古住宅リノベーション再販事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜モーターズ株式会社 4020002012905 新設ショールームを活用した中古車販売事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヒューマンエデュカル 6021002070404 就労継続支援Ｂ型作業所の開設とＥＣサイトの構築 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社端山製作所 5021002004016 鉄の自動車部品加工からアルミの産業機械部品複合加工へ新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ライフコーポレーション 1020001070403 中小事業者に寄り添うマンスリー賃貸ポータルサイト～地域に新しい「住」の選択肢を～ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｆ・Ｓ樹脂 3020001129395 大型樹脂加工への新分野展開と効率化追求で革新的生産性向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 平塚市 株式会社川国 4021001056629 湘南地域の漁師ネットワークを活用した干物商品の開発で事業を再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 今野電装有限会社 4021002036175 サステナブル時代において愛車の生涯価値を高めるカーライフサポート事業への進出 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ビルドアート 1021002027631 ウィズコロナ時代のイートイン＆テイクアウトサラダ店舗内装事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社湘南計測 6021002006184 最先端のドローンを活用した点検・調査・測量分野　ＤＸ化への業態転換 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 中郡二宮町 株式会社パートナーズ 4021001038536 自然体験とＩＴ活用を組み合わせた宿泊型ワーケーション事業の展開 中南信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社アクト・エア 5021001023685 日本が抱えるゴミ焼却問題を低減し、循環型社会の実現に貢献するリサイクル業へ新規展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社大協製作所 1020001010219 国内初、耐食性向上と低価格を両立させる電着塗装技術の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社横浜ハウスケア 8020002063382 コワーキングスペースを併設したスタッフ常駐のコインランドリー事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ウェル・アールアンドシー 3020001108234 特殊塗料で高付加価値を実現！顧客ニーズに対応した新製品の提供 吉元秀樹

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社三陽製作所 7020001006293 最新の精密板金技術を活用した、自社ブランド製品の　開発・製造・販売事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ミック 5020002072519 累計販売　１　億個超！大人気肉まん等「中華点心」無人販売機　ＦＣ　事業 片平　芳明

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社エィケィコーポレイション 6021002000740 デイサービス事業への進出とクリーニング事業の生産性向上のための業態転換 バリューフォース合同会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｈａｓｈｉｋａｋｅ 3020001123968 クラウドカメラを用いた法人向け映像ストレージシステムの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＴＳＳ株式会社 9021001018418 脱炭素社会に貢献し、パワーエレクトロニクス向け回路基板の一貫体制を確立する！ 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 カルチャーズ株式会社 5020001104248 デジタル社会の実現に向け、児童を中心としたｅスポーツを通じて、ＩＴリテラシー教育を図る 税理士法人　しんかわ会計

関東 神奈川県 川崎市高津区 日本ミクニヤ株式会社 5020001088425 港湾河川施設の３次元計測およびＢＩＭ／ＣＩＭモデル推進事業再構築 松永　敏明

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ビーイング・ワン 6020001130557 効率化のための建築金物設計・製造・販売 木村　亮太

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社タカシン 6020001027522 味奈登庵ブランドを活かした日本そば専門食材の卸売事業新規参入 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＫＩＮＫＡ 4020001117440 レトルトカレーを主軸とした、「フードロス問題」「ＳＤＧｓ（２　飢餓をゼロに）」への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ＳＥＫＡＩ－ＩＣＨＩ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ＆ＩＴ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 1020001136311 美術品マーケットプレイスプラットフォーム「Ｓｍａｒｔ　Ａｒｔ」のシステム開発 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市南区 ウィステリアアセットマネジメント株式会社 2020001084708 新事業としてのＲＶパーク展開 山田　健一

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社永徳 9021001074709 金属屋根工事に必要な役物製造を内製化し、天候に影響を受ける事業の再構築計画 株式会社シェアードバリュー

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ティーディー 9020001103980 遠隔制御システムを搭載したキュービクル式高圧受電設備リユース販売、蓄電池販売事業 葛西　芳恵

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 藤川由樹 女性専用かつ２４時間利用可能なシェアオフィス事業への事業転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社美座カイロプラクティックオフィス 8021002015448 国家資格を持つ施術所で、ＡＩ技術の機器を用い、未病ドック・健康増進プログラムを提供 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 山田　匡 最先端測定機器のデータを上達につなげる個室ゴルフ練習場の運営 越沼　康明

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社ＫＡＭＯ 3020002083146 地域課題・住環境ニーズに対応するハウスクリーニング業への展開 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 川崎市幸区 ヨダカ技研株式会社 4020001111113 「デジタル技術を駆使したリアルタイムサポート」１細胞・超微小液量操作技術の「研究受託サービス」 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社洗人 7020001106201 高齢者向け特化の不動産事業への業種転換 公益財団法人川崎市産業振興財団
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関東 神奈川県 秦野市 合同会社ＳｔａｒｔＯｖｅｒ 6021003004872 秦野市の『働く女性を応援！』　仕事と子育ての相談もできるコワーキングカフェに挑戦！ 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市西区 アキハバラデイパートナーズ アーティストがバーチャル空間進出するためのメタバース空間構築 柴田　宏之

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社サムズ 7021002071021 自動車整備事業による地域密着型コインランドリー事業への展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社英工業 6020001064607 高度な研磨技術の獲得による通信設備部品の開発で、事業再構築を実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 秦野市 株式会社アップワードカンパニー 5021001060183 ＥＣサイトで非接触事業へ挑戦！美容師が開発するまつ毛トリートメントを販売 小川　健太

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社円 1020001107980 コロナ禍で需要拡大する旧車バイク修理・販売による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社坂本組 7021001021092 ＤＸを活用した脱炭素型住宅事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社アーリーバード研究所 1021001070582 長年のプログラマー経験と音楽関連知識を活かして、音楽制作事業へ進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ボンズコミュニケーション 4020001113431 増加する経験材のＥＣ需要に対応するコールセンター型ＥＣサイト運営による新たな分野への進出						 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社樋口製作所 1020002087256 アルミ厚板の高品質加工の実現によるバイク用荷台部品の開発・製造 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ライノプロダクツ 2020001109150 健康・安心・安全に配慮したアフターコロナのコワーキングカフェ 河村裕司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＮＥＸＴ 4021001065101 地域共存プラットフォーム創出による塗装業への大胆な新分野展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ナカザワ 2021001049147 お部屋のにおいもスッキリきれい！特殊清掃事業開始計画 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社双葉デザイン 7021001027098 将来的な業績悪化を回避し新たな消費者ニーズを捉えるため本業ノウハウを生かしたＢｔｏＣ事業への新展開 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ファインフードインターナショナル 8020001086772 北米市場をターゲットにした日本製雑貨の小売り及びＥＣ エクセルブレーン株式会社

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社落合運送 5020002096039 葬儀の多様化ニーズに対応したご遺体移送及びご遺体お預かりサービスの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ミートファーム 5020001084606 “ペットに本当に良いもの”を追い求めた馬肉スペシャルフード「ＢＡＡＡＦ」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 大島機工株式会社 1021001026213 電動建設機械の高精度部品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 横浜市港南区 ヤマセ精機株式会社 8020001004503 高精度加工を実現することによって新分野への事業に参入する 湘南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 武藤工業株式会社 2021001028464 大型の半導体製造装置部品への熱処理加工による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社パブリッシングリレーションズ 7020002102224 広告のデジタル化に向けた電子チラシ制作・運用支援事業の展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市金沢区 田中サッシュ工業株式会社 3020001006454 自社精密板金加工技術を活用した産業用金属製品の新規製造・販売による新分野展開 牛腸　真司

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社カントライブ 7021002049645 会社分割による新たな事業形態で、地域の障害者福祉に貢献する。 日比谷税理士法人

関東 神奈川県 小田原市 株式会社菊大 9021001032534 海苔の製造ノウハウを生かしたトレーラーハウス型おにぎり店事業 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ＨＩＲＯＳＥ 1021001027079 衛生管理が整った工場建設による、食品サブスクリプション関連商品の組立、メンテナンス 荒尾　大介

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ときよみ 1011401019957 ポップアップショップ付属のコワーキングスペースの運営 柏崎　裕介

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ＺＪ創業 1020001083966 コロナ禍での新分野展開、建設業から高級焼肉店への挑戦 猪瀬　素子

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 岡田工業株式会社 4020001069021 ＶＲ技術を活用したバーチャル住宅展示場サービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 山田株式会社 5020001016170 切断工程の刷新による高付加価値分野の強化と総合ダクトメーカーへの転換 大串　智之

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社鈴岩電機 3020002038703 ＥＶ車とＶ２Ｈとソーラー発電を使用しエコで経済的で安心な生活を提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＰＬＳＴ 8020001133450 環境に優しい住宅用断熱事業へ向け業種転換で地域雇用創出 上尾商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 濱野浩一 鰻重専門ファーストフード店の展開で、うなぎをカジュアル化する 税理士法人ＹＳ東京中央会計

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社アクアホールド 3020001103061 小笠原で自然派キャンピングカーレンタル事業 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社エスジーエム 1020001061014 クリーンルーム環境で医療・衛生関連等の高品位樹脂成形分品製造による新分野展開 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社東興社 3020001071300 樹脂製品事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社相馬工務店 9021002003022 女性の社会進出を応援！家づくりのプロが提供する女性専用フレキシブルオフィス！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社真田 2021001000844 新生産ライン構築による先行待機型ポンプ用スリーブの開発 ペンデル税理士法人

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ｗｅｌｔｒｅａｓｕｒｅ 9020001098024 当社のノウハウを活用した　研修×飲食の新規事業 菱山　英弥

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社花う 4021002066247 来店型サブスクサービスとセルフ写真館サービスによる新時代の花屋への転換 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社アドバンス 8020001056800 おしぼりのリネンサービスから病院の健診着のクリーニングサービスへの新分野展開 株式会社やまと経営

関東 神奈川県 伊勢原市 吉川醸造株式会社 3021001021030 家飲み需要の開拓！低アルコール原酒等の新ジャンル酒の製造による新分野展開 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エクシト 2020001045437 地域の未利用資源を活用した精油の製造販売事業への新分野展開 關　百恵

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社木内興業 5020001017037 安全第一３５年の経験を活かし、省エネ住宅リノベーション事業へ参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 パイプ・ラインエンジニアリング株式会社 2020001040685 特徴ある地ビールの開発と国産初の新たなビール製造装置の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社玉 3020001084392 グルテンフリー麺、非動物性スープの開発による食品アレルギー市場への参入 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＭＡＡ 9021001060469 地元小田原の魅力を発信！辣腕飲食店経営者のＥＣ食品販売参入による地域活性化計画 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社シロヤ 4020002086552 関東初セル方式リネンサプライサービスによる洗濯業界の技術革新 株式会社ダイワマネジメント

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社グッドマン 8020001031737 輸入品卸売業から製造業への業態拡大による成長基盤の構築（社内製造体制の確立） 大橋　幸夫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社秋山商店 4021001032258 ビジネスマルシェ事業への進出による事業再構築の実現 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社鴻勇商事 2020001101693 中華料理店から冷凍点心に特化した卸し、小売店へ、ＥＣサイト展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 日本セキュリティ株式会社 4021001066693 ３Ｄセンシングによるゴルフスィングデータ取得・蓄積とビッグデータ・ＡＩによるゴルフスイング解析改善システムの製造販売事業 吉岡　晴美

関東 神奈川県 横浜市中区 アークインベストメントソサイエティ株式会社 4020001124635 能力・得意分野ベースでのＢｔｏＢマッチングプラットフォーム運営 中村　健一郎

関東 神奈川県 海老名市 株式会社さくらデイ 6021001056437 高齢者の心豊かな生活を支援。介護付き高齢者住宅への進出 西村伸郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社新日本環境 2020001091299 地域企業との連携による新横浜のビジネスコミュニティーラウンジ事業 の立上げ 税理士法人　古田土会計

関東 神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社ＹＵＫトータルサービス 1021001035387 ｗｉｎ－ｗｉｎなキッチンカーパークの開業 柴田　宏之

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社高座豚手造りハム 9021001029092 地域とともに発展する付加価値食肉加工業で供給不安の解消と未来に生きる 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 川崎市麻生区 ラグタイム レストランが運営する、デジタルと自然が融合した貸切グランピング 株式会社山梨中央銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社京進 9020001102875 「中華料理店が提供する本場の冷凍中華食製造及びＥＣサイト構築」 税理士法人イデアコンサルティング

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社エム 8021001061889 タイヤ交換サービスからＳＤＧｓ・サーフボード製造販売への転換 アイアンドアイ株式会社

関東 神奈川県 横浜市西区 シルバニアホーム株式会社 7020001106300 国土強靭とゼロエネルギー社会をＩＴの技術により加速。耐震リフォームとＺＥＨによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 神奈川県 小田原市 株式会社樹龍 9021001034992 養鶏から調理販売までワンストップで提供する養鶏ビジネスの６次産業化！ 鍵和田　義嗣

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ちがさき丸 2021002011477 船釣ビギナーに特化した遊漁船サービスと、加工食品とペットフードの製造販売 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 冠峰楼企業株式会社 8021001032122 愛犬と一緒に温泉に入りくつろげるプライベート温泉でＶ字回復 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ウォータープラス 1030001012172 オンライン特化型薬局 森　健輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社センスプロジェクト 8020001058755 住宅リフォーム企業が本気で業界を変えるＤＸクラウドアプリを構築する 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｓｔａｒ　Ｍａｋｅｒ　Ｓｔｕｄｉｏ 3010401106607 美容室併設型撮影スタジオ事業 豊島絵

関東 神奈川県 逗子市 空き家レンジャー合同会社 3021003011483 逗子の地域活性化をさせる絶景スポット貸切風呂付きグランピング施設 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＳＥＡ．ＳＫＹ 5020001109932 国内の食材・食品業者を助ける！新たな市場創造事業 菱山　英弥

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社マエカワケアサービス 1021001046137 介護サービス業が行う、日本初の要支援・要介護者向けゴルフデイサービス新事業 かながわ信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 中村クリーニング 市場が拡大している「ＯＡフロア設置事業」の開始による事業再構築 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社Ｍｅｒｃｙ 9110002007619 出張型エステのプロフェッショナルが手掛ける「オリジナル化粧品販売」と「店舗型エステ」の開始 新潟信用金庫

関東 新潟県 十日町市 ｗｏｍｅｎ　ｆａｒｍｅｒｓ　ｊａｐａｎ株式会社 5110001033520 培ってきたリソースが活かせ、地域の６次産業化推進にも資する「食品加工施設レンタル事業」の開始 税理士法人ミライテラス

関東 新潟県 村上市 クリボウ 人と地域とお店をつなぐ　村上地域ポータルサイトの新設・運営 村上信用金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社ＶＩＢＬｉＳＳ 9110001034507 ヘッドスパおよびサロン専売品ＥＣ販売によるウィズコロナ時代への対応 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市南区 合同会社月に願いを 5110003003612 人気メニューであるラーメンに特化した新店舗への転換 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市西区 ナガイ・プロサービス ２４時間・完全無人で購入出来る＂名店の味＂冷凍食品セレクトショップ 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ 4110001010363 美容健康・医食同源をコンセプトにしたマーラータン専門店の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 新潟県 新潟市秋葉区 明治みるくる。宅配センター 自社のデリバリープラットホームを活用した「クラウドキッチン」展開事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 上越市板倉区 株式会社八幸建設 9110001019986 スーパーロングアーム・パワーショベルによる河川の浚渫工事事業 西河　豊

関東 新潟県 加茂市 株式会社石山木工所 3110001015149 カスタムオーダーも可能なキャンピングカー用ＤＩＹキットの開発と販売 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社あいカフェ 7110001031786 地元新潟の活性化と地元農家の課題解決策を提供するジェラート店 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社はるかぜツアー 5110001028669 旅行事業から豪雪地帯新潟のニーズを満たす除雪事業への新分野展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新発田市 株式会社Ｓｔｒｉｋｅ企画 6110001032736 月岡温泉の芸妓文化とＣａｆｅ＆Ｂａｒの融合による伝統的な芸能文化の観光資源的活用 新発田信用金庫

関東 新潟県 加茂市 株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ． 8110001031604 自社アパレル店舗の出店による地域活性化事業 つばさ税理士法人



28 / 35

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

関東 新潟県 見附市 ＫＯＳＥＩ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ｅスポーツを通じた新たなコミュニティ形成と社会課題の解決 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 有限会社町永木型製作所 7110002029160 次世代船舶用アンモニア燃料エンジンに係る木型製作を行いグリーン成長戦略推進へ寄与 長岡信用金庫

関東 新潟県 長岡市 今泉テント株式会社 3110001022137 クリーンエネルギー普及のための大型バイオガス発電所用ガスホルダー膜製品化事業 高橋　宏幸

関東 新潟県 見附市 株式会社ホンダ販売越後 4110001025031 電動自動車普及に向けた整備業務再構築と強化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アヴィ 1110001031585 ＡＩ未病チェックシステムを活用した『メディカルアロマケア付き男性向け「整える」サロン』への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 錦弥 飲食店からの新分野展開「自然派商品を揃えた新感覚酒販店」の開業 新潟信用金庫

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社名代家 3110001028786 弥彦ブランドを活かした温泉ワーケーション事業による新分野展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 柏崎市 株式会社ヤマテック 6110001017737 エンジン用クランクケース等のバリ取り自動化によるトラック市場参入計画 柏崎信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社美容室サエ 9110002005498 既存大型店舗の一部を改革・フランチャイズを効果的に利用したわらびもち専門店の開業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市東区 佐野繊維商事株式会社 1110001002256 地域特性に対応した光触媒コーティング施工の実施に向けた業種転換事業 片岡　誠司

関東 新潟県 長岡市 吉原印刷株式会社 2110001023664 印刷物の全製造工程内製化を活かしての封筒型ＤＭ及び紙製クリアファイルの製造 長岡信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社金又材木店 3110001022327 建築業から造作・デジタル家具への新たな挑戦 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社廣川美装 1110001033177 建築物の塗装で培ったノウハウを駆使した新分野「自動車・バイク粉体塗装事業」への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 有限会社尖閣湾揚島観光 3110002034627 デジタル技術を活用したバーチャル水族館及びコアワーキング事業 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 長岡市 株式会社アスティア 1110001024829 結婚式関連サービスから「セルフプロデュースサービス」への業態転換 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社日比野音療研究所 3010001091737 保育園・学童クラブと連動した、メタバース・バーチャル映像制作ワーケーションスタジオの開業 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ＴＯＫＩＯ 9110001003569 老舗美容室による高付加価値サービスを提供するヘアカラー専門店事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 三条市 株式会社フジハラウインテック 6110001016648 ５軸加工機導入による複雑形状高難度部品加工業への挑戦 三条信用金庫

関東 新潟県 魚沼市 株式会社さくらや農園 5110001036358 魚沼育ちのさつまいもで作るブランド干しいも販売の新事業展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 長岡市 山三商事株式会社 5110001023612 医療機器シューズを開発製造しリハビリと予防医療分野に展開する事業 長岡商工会議所

関東 新潟県 上越市大潟区 株式会社ユー・アイ工業 1110002024101 複合加工による効率化生産で高精度な産業ロボット用減速機構部品に挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 皆川電機株式会社 6110001016128 高齢化社会に伴う医療機器需要への貢献を行う「医療機器販売」等の新分野展開 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社長北工務店 5110001004323 体感をコンセプトにした「体感型ショールーム」の開設に挑む！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社マックスニット 1110001025067 インナーと春夏物アウターの製品化、新製品提案型ＯＥＭと新製品開発型自社ブランドの相乗効果事業 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 上越市 株式会社ぱるえむ 7110002023312 「所有」から「借りる・体験」へ！ＳＤＧｓに貢献する家電レンタルサービス 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三本テキスタイル 4110001025089 スッキリとした厚みで伸びが少なく型崩れしにくいニット商品製造 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社天朝閣 5110001011360 グループ企業のノウハウを活用でき、市場も拡大している「宿泊・グランピング事業」への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社花結 8110001031265 歴史ある宿泊業で培った高品質なサービスを活かした「日帰り可能なリゾート温浴施設新設事業」による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社フラワーアベニュー 9110001008733 地場産生花を使用したプリザーブドフラワー製造への新分野展開 五十嵐　實

関東 新潟県 三条市 有限会社横山メツキ工場 9110002017989 メッキ事業とのシナジー効果を有効的に発揮するイオンプレーティング技術による新たな市場参入 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 株式会社大倉製作所 8110001016621 各種生産設備導入による当社の顧客層・市場と異なる花火市場への参入 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 長岡市 株式会社エス・ティ・フーズ 7110001024385 冷凍おつまみ商品の新商品開発と一貫生産自動化ライン導入で事業拡大 株式会社りそな銀行

関東 新潟県 妙高市 妙高建設株式会社 3110001020355 空き家等にリノベーションを施したワーケーション（サテライトオフィス）物件の販売事業 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 見附市 株式会社トーショウ 2110001025009 機器（ニット編み機）商社による機器洗浄・生産請負事業展開 松村　義信

関東 新潟県 新潟市江南区 合同会社Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｄｇｅ 3110003003845 阿賀町に根ざした地域イベント体験型宿泊施設の運営 はばたき信用組合

関東 新潟県 柏崎市 山崎工業株式会社 1110001017650 トランスファサーボプレス機導入による次世代自動車部品への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社ハシモト 6110001015666 業務用厨房機器の部品加工業者が医薬品製造機器の部品製造に挑戦する事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三雄工芸 3110001024959 鍛造製法に特化した結婚指輪の製造および販路拡大 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｔｅｎｉｃｏ 9110001025877 メンズ脱毛痩身分野へ進出して心の豊かさの実現を目指します パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ゆもとや 6110001007977 アフターコロナを見据えた宿の高付加価値化による事業再構築計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 新潟県 三条市 株式会社フォーワテック・ジャパン 5110001014413 新潟初のＡＩ対応印刷機を活かしたものづくりプロモーションへの新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社文武堂 6110001004917 強固な顧客基盤を活かしたフレキシブルオフィス事業による新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社オアシス 5110001030963 Ｉｏｔ対応の業務用脱毛機の新規開発・販売 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社海華亭 8110001034689 日本海を臨む長期滞在ホテルの挑戦！短期滞在カフェへの事業転換 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 十日町市 十日町木工株式会社 7110001021168 カラオケ・シミュレーションゴルフ複合施設建設運営による事業再構築と地域活性 株式会社大光銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社武蔵野酒造 1110001032939 「オーダーメイド酒造り・“酒造り体験”酒蔵ツーリズム」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 有限会社東京ランドリー 4110002011303 高付加価値コインランドリー軸の“衣類のトータルソリューション”事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 阿賀野市 有限会社新潟米生産販売 2110002013202 玄米卸売事業から漬物・味噌の小売業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 新潟県 燕市 株式会社藤原商店 5110001016293 自社製品事業に挑戦し、新たな事業の柱を構築する 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市西蒲区 パールライト工業株式会社 2110001007972 地域初！宅配ボックス完成品組立事業に挑戦する再構築事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 笹祝酒造株式会社 7110001008256 週末は酒蔵で！子供から大人まで家族で楽しめる体験型醗酵研究所 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社大谷 2110001000878 ウナギのスマート養殖システム導入によるサステナブル・シーフード 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社百萬粒 5110001015667 無料精米サービス付！地元ブランド米を道の駅で小売販売する新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 三条市 株式会社Ｌ＆Ｂコンサルティング 1110001016611 １世紀前の医院をリノベーションしたカフェ×地元の“人”“事業”を育てる起業家育成・支援塾 三条商工会議所

関東 新潟県 三条市 株式会社五十嵐 9110001018575 ７軸ＩｏＴ溶接ロボットとシンクロフィードＧＭＡ溶接法で自動車部品新規受注 西河　豊

関東 新潟県 燕市 新潟西部水産株式会社 2110001015983 深刻化する人手不足に対応、地魚加工に参入し地産地消の実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 ヤマモトペイント 健康二次被害の予防、屋内スケボーパークとスクールの立ち上げ 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社マルセンクラフト 9110002006257 高品質複合材部品製造の為の新分野進出展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アルゴナフト 8110001009154 オーガニックコスメ製造販売で輸出卸売業から国内小売業への新分野展開し高付加価値企業へ 税理士法人　石田経理事務所

関東 新潟県 妙高市 ＡＩＲ　Ｍｙｏｋｏ 古民家で体験する工芸ワークショップ・ワーケーションスペース事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 五泉市 たなか鍼灸整骨院 健康寿命を延ばそう！クラウドも利用した身体機能改善パーソナルトレーニング事業 五泉商工会議所

関東 新潟県 柏崎市 八幡開発株式会社 2110001017526 地域事業者でつくる複合商業施設にレンタルスタジオ機能を追加し、地域に豊かな暮らしを提案する。 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 合同会社南魚沼コミュニケーションズ 5110003004296 スタインウェイグランドピアノを弾ける南魚沼Ｖｉｌｌａとスタジオ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 小千谷市 有限会社吉沢屋 8110002032394 小千谷産果物のジェラートとマカロンアイスによる事業の再構築 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社戸枝自動車工業 5110002011252 先進安全自動車普及後のの需要を見据えた自動車トータルサービスの新分野展開 中村　健一郎

関東 新潟県 南魚沼市 有限会社八ツ峰養魚 7110002033369 八海山アウトドア体験パーク 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 柏崎市 株式会社朝日木材 9110001017098 市場への国産材製品の安定供給実現に向けた丸太製材加工の内製化 柏崎信用金庫

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社シンボ 5110001021608 原材料と製造方法を革新することで、環境対応商品の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社コース製作所 7110001014089 アルミ製太陽光パネル取付金具市場の参入と新規製造機能の構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社青芳 2110001015513 自社ブランドによる新たな木製品の製造と体験型店舗運営 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 ティーユーディー株式会社 1110001035850 複数事業所の一元化とセントラルキッチン併設型カフェの新規出店事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社菊地金型 5110001015634 大型金型の新規取組み及び金型・プレス加工一貫受注体制の構築 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 新潟亜鉛工業株式会社 5110001003647 新工場建設と加工機の導入による、板金加工業への新規参入 新潟信用金庫

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社清耕園ファーム 6110001028767 アグリツーリズムを取り入れたレストラン事業への新分野展開 糸魚川商工会議所

関東 山梨県 北杜市 ステンドハウスデン スポーツプリントサービス・ＤＥＮ 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 株式会社クレスト 4090001006298 地元密着「青空市場」による青果販売事業への新規参入 甲府信用金庫

関東 山梨県 山梨市 株式会社４５５ｓｔｕｄｉｏ 9090001014734 森林教育事業による木製品製造販路開拓事業 吉野　康太

関東 山梨県 甲府市 Ｌｉｇｈｔ　Ｃｏｌｌａｂ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010501039782 既存のデザイン業を活かした地元山梨の酒類の販売 石橋　光隆

関東 山梨県 甲府市 アントニーズキッチン 近隣の消費者をターゲットとした本格英国料理のお弁当販売 深沢　邦秀

関東 山梨県 甲府市 株式会社トミオカテニス 3090001001531 子どもも大人も運動不足解消！地域住民の健康寿命を延ばす新規事業の構築！！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ヤックワークス株式会社 2090001014443 新たな販売機会と新規顧客を獲得するための複合型アウトドア×ものづくり施設の開業 株式会社八十二銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社望月宝飾 8090001002178 ″日本の宝″血赤珊瑚等のＥＣ販売によるＤｔｏＣビジネスへの参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社ツガネ紙器 8090002007523 デジタル印刷機の導入による小ロット対応の実現と新サービスの展開 飯田　伸司

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ショープル 4011301018998 山梨県初！ワイナリーが挑む収穫体験付き古民家カフェ開設事業 甲府商工会議所
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関東 山梨県 甲府市 株式会社ギリオン 6090001000547 繊維業界中小メーカー向け医療機器製造販売業の販路拡大事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 南巨摩郡富士川町 スナンタ製作所 木工家による「古民家再生の宿泊施設」と「ものづくり」の融合 山梨信用金庫

関東 山梨県 都留市 株式会社Ｎ＆Ｋ 2090001008750 コロナ禍で打撃を受けたカラオケ店に韓国チキン店を併設 池田　哲郎

関東 山梨県 甲斐市 株式会社グローバルコーポレーション 1090001004536 ラボグロウンダイヤモンドを使用した低価格でエシカルなジュエリーによる新たなマーケットの開拓 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社アルプスステーション 3090002007098 急速充電器設置と電子制御装置整備を含む特定整備を行う認証工場取得による「攻めの業態転換」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 ジット株式会社 4090001004921 使用済みインクカートリッジ回収網を活用した小型家電リサイクル事業への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 山梨県 甲府市 公文式竜王東教室 老若男女対象パソコン・プログラミング教室の開講に係る新たな教室環境の整備 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社やみつき 5090001014135 “食”と“おもてなし”に特化した富士山光景ヴィラＹＡＭＩＴＳＵＫＩ 千須和　知久

関東 山梨県 都留市 株式会社鈴木工業 6090001013945 「目が届く・手が届く・心が届く」有料老人ホーム　×　デイサービス 都留信用組合

関東 山梨県 大月市 株式会社サン・ワールド 2090001007934 外構業者が取り組む生花販売と土産物販売による地元活性化事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中央市 山梨貨物自動車株式会社 7090001002930 多機能拠点倉庫の整備による新分野展開と新たな物流スタイルへの挑戦 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンション　アイビー ガレージ併設・ライダー歓迎！山中湖で四季を通じて楽しめる地域連携型貸別荘 都留信用組合

関東 山梨県 北杜市 エイチエステクノス 射出成形機及び小型切削加工機を導入し製造分野へ挑戦！量産加工工場の構築！ 本川　修一

関東 山梨県 笛吹市 黎明荘 古民家リノベーションによるワーケーション施設運営事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 南アルプス市 三栄精工株式会社 1090001004890 ＥＶ（電気自動車）・ＦＣＶ（燃料電池車）等の次世代自動車向け部品製造への新分野展開 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ＨＡＭＡＹＯＵリゾート 5090001010274 地球と近づく時間～Ｓａｉｋｏ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｋ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｒｔ～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 大成プラスチック工業株式会社 1090001001260 ３Ｒ養生パネル開発による循環型建築資材への進出 植松　誠

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社春木屋富士吉田店 9090002012407 ハタオリ（機織り）マチの活性化に繋げるカフェ事業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社勇 1090001016077 焼肉店の強みと機会を活かした食肉販売業への進出（新分野展開） 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町アイビー化粧品　舟久保美寿々 化粧品販売事業から新規に取り組む発達障害児対応デイサービス事業 山梨信用金庫

関東 山梨県 南都留郡西桂町 株式会社川栄 9090001010502 自社内デザイナーによる新しいデザイン表現のネクタイ用等生地の製造・販売 北浜グローバル経営株式会社

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社Ｓ＆Ｍ 1090002012942 空手教室のスペースを活用した加圧スタジオの設置 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 笛吹市 全社益合同会社 9010903003899 非接触型入退館を実現したトランクルーム 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲斐市 合同会社ユタカ農機 8090003001780 山梨県の農業を元気に！農機具専門商社ユタカ農機の「草刈り隊」 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 山梨県 甲府市 有限会社小泉木工所 2090002001085 食のプロが作る「会員制　高齢者向け宅配プレミアム弁当」製造・販売事業 山田　一功

関東 山梨県 甲府市 有限会社タケマサ商事 8090002009214 若年重症心身障害者向けの就労支援による居場所作り 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 薬泉園 メッシュＷＩＦＩ活用によるＤＸ人材向けワーケーション事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 加茂源株式会社 7090001013234 果物の里のサステナブルな生産物から作るお酢のカップアイス製造 深沢　邦秀

関東 山梨県 都留市 カワノ自動車 培ってきた自動車整備を生かしたリースカー販売を展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 有限会社東部ガス興業 3090002008476 安心・信頼　水廻りの困ったを解決します！！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 滝田工業 「山梨初！カラダの不調や痛みを和らげ、癒しの空間を提供する」温浴施設事業 塩島　好文

関東 山梨県 中央市 株式会社Ｂｏｎ 8090001014371 米農家が作るお米に合う甲州もつ煮定食の店舗開発 前田晋吾

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町フレッシュウォーター 飲食、語学の強みを活かした１棟貸し宿泊施設事業の実施と地域活性化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 都留市 板倉工務店 「ペット共生社会に対応した最先端コインランドリー事業への挑戦！」～地域のコミュニティーの再結成の空間～ 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河口湖オルゴールの森 1090001009659 絵画展示中心のアートミュージアムを核とした新観光事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡西桂町 三枝設備株式会社 5090001010506 企業研修をテーマとした都留市ならではの体験ができるコロナ禍でも安全な貸切宿泊事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社蓬＿家 9090002012480 自社ビルの空きスペースを活かした大規模なイベントや会議も可能なコワーキング事業 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 橘田燃料住設店 本格的高齢者フィットネスと地域密着室内ゴルフ練習場事業 藤原　一正

関東 山梨県 北杜市 株式会社フカサワ 4090001011182 レーザードローンと３Ｄ測量ＣＡＤシステムによる高精度・高効率測量 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 有限会社バイパス清果園 9090002008941 フルーツの「規格外品」を新しい売り方で「規格品」に再構築する 山梨信用金庫

関東 山梨県 北杜市 せんのや 母たちのおうち時間の悩みを解決する地産地消テイクアウト事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社ジュエリープランニング 9090001001121 宝石鑑定士が教える！学び、比較し、製造出来るジュエリー小売店の展開 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ガストホフ　リュミエール デニッシュパン＆スープ専門店「Ｌａｔｅｒｎｅ－ラテルネ」への新分野展開 池谷　正志

関東 山梨県 富士吉田市 フジマツヤマベース 大自然と共生する「オフグリッドキャンプ場」事業 池谷　正志

関東 山梨県 甲斐市 株式会社テック・プラス 1090001005526 コロナ禍で打撃を受ける接骨院に地元食材を活用したパン屋を併設 池田　哲郎

関東 山梨県 南巨摩郡早川町 おんみつ堂 自然栽培によるブドウを使ったヤマブドウ系日本ワインの製造販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 ナカムラ ＢｔｏＣ市場でＥＣ特化サービス（非対面販売コンテンツ）構築！ 甲府信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 合同会社カナエール 4090003001009 グループホーム事業への新規参入～障がい者が自分らしい生活を過ごす場所～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 フルーツ相山農園 老舗ぶどう農家が手掛けるワイン特区韮崎市初となる農園カフェ事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社甲府工機 7090001000620 ５軸マシニングセンタによる高品質な木管楽器マウスピースの製造 公益財団法人やまなし産業支援機構

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社勝俣造園 8090002011863 高地に適した植物を熟知する造園会社が開始する、今まで無かった高地でもバラエティ溢れる植木販売 山梨信用金庫

関東 山梨県 山梨市 旅館白龍閣 マイナスイオン豊富な渓谷の温泉で新規展開するサウナ付き貸切風呂 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社富士山みはらし 6090002012467 日本一標高の高い焙煎所 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 ティーエーシー武田消毒株式会社 2090001001441 防疫力強化に向けた研修ルームの構築と収益化に向けた展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 大月市 ハウジングアシスト 規格パネル組合せ式の汎用性の高いログ風小屋の製造販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 株式会社Ｔｏｇｅｔｈｅｒ 6010401080205 世界基準の美と健康をお届け！北杜市のキッチンカー戦略 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社ホテル湖龍 7090002012482 河口湖畔のホテルのよる『漫画ロビー』事業の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社松山ガス工業 1090002012661 自家栽培の夏苺と地元特産品を使った美味しいジェラ－トカフェ事業 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 ｃｒａｆｔ　ｊｅｗｅｌｒｙ　ｋａｒｅｎ合同会社 2090003001646 結婚指輪製造販売業者によるレンタルウエディングドレスの販路拡大 甲府商工会議所

関東 長野県 茅野市 アトリエ　アンソレイユ フォロワー１．４万人へ美味しく贅沢なお菓子を！レシピ動画／オンライン小売販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ホテル・ジャパン志賀 9100001012257 「本物の大自然」のど真ん中で「本物の地産地消」の実現に挑戦！ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 千曲市 日華商事株式会社 3100001025157 金属リサイクル事業による事業再構築 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 優羽 中高年向けエステ事業 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 幸縁美 コロナ太りを解消！　幸せダイエットサロンのサブスクサービス 岩井　久典

関東 長野県 長野市 株式会社ビーカークリエーション 5100002007672 化学物質処理を含む設備の洗浄・清掃事業の提供による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 上伊那郡飯島町 ファームｙａｓｕ パン・ジャムの製造から飲食・小売業への新展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 Ｆｕｊｉ　Ｂａｃｋ合同会社 4100003005197 和牛焼肉と韓国料理の無人自動販売機による高生産性事業の構築 斎藤　秀樹

関東 長野県 佐久市 株式会社柳田平八郎商店 6100001007879 自社製造の惣菜等の冷凍食品自動販売機による無人販売事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 松本市 株式会社ちょもらんまコーポレーション 8100001023718 高級キノコで事業を６次産業化！ニッチな市場で高シェアを目指す！ 松本信用金庫

関東 長野県 北佐久郡立科町 堀　貴子 超高画質８Ｋタイムラプス映像のオンライン販売の事業化 長野県商工会連合会

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社エールファーム 7100001030269 グランピング施設を活用した農産物加工品販売プロジェクト 株式会社アイズモーション

関東 長野県 長野市 世界食堂 「学びの場ｎｅｘｔ」里山で、ここにしかないツーリズムを体感 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 株式会社Ｓ・Ｃ・ロード 3100001004722 布団の卸屋が布団小売業に進出して創業１００年の老舗を守る！！ 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社スキノス 2100001030232 国立大学発、発汗研究ベンチャーによる汗の解析サービスの事業化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社週刊長野新聞社 5100001001478 動画広告の制作請負とネット広告配信展開で新ビジネス構築 長野商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社浮 4100001016717 創業１０年を超える居酒屋による信州産食材を活用した新商品開発を実施し、オンライン事業に進出する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社天狗の茶屋 6100002011095 学生スポーツ団体メインの宿泊客を社会人や、写真愛好家等へ切り替えていく 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 えにしや 居酒屋店から観光客向け古民家改造によるそば店開業でランチ業を強化 上田信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ウッドビルド 4100001000340 「通気断熱ＷＢ工法」の特徴を活かしたトレーラーハウス事業への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡中川村 ベルグストグループ キャンピングカーを使った新しい食と宿泊体験サービスの構築 飯田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社プライマルビューティージャパン 3100001025090 オンラインサロンと非接触セルフ型健康サロンの２軸でコロナ打破プロジェクト 坪井　亮

関東 長野県 塩尻市 株式会社小澤電気 9100001025449 家と車を繋ぐ新時代の家庭用電力供給システムの提案による業態転換の実現 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社ヤマダドレス 8100002022000 最先端ＩＯＴ技術を使った無人管理キャンプ場と実店舗の構築 山口　正太郎

関東 長野県 松本市 カフェ・れら 歴史的建造物の活用による菓子製造販売事業の展開 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 塩尻市 有限会社ビット 4100002025015 ボードゲームの販売及びボードゲーム用仕切り板（オーガナイザー）の製作販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 みそら野シャレー イベントスペースの創設によるアクティビティプログラムの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 小諸市 株式会社かびりや 3100001008401 軽井沢の土産物店が自社農園で収穫したフルーツのファッジを製造販売する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東筑摩郡山形村 がじゃもんや松本笹賀店 団体宴会向けの広い店舗を活用したシェアスペース事業 中田　麻奈美

関東 長野県 長野市 しまんりょｐｏｄ 地産地消の高級コロッケと自家製マヨネーズ専門店の新規開発 米倉　徹

関東 長野県 長野市 株式会社長野スター商会 6100001002376 スポーツ愛好者・健康に課題を抱える人向けのＤＸボディケア事業 木内　孝信

関東 長野県 諏訪市 株式会社Ｉ．ＷＯＲＬＤ 6100001035203 当店自慢の餃子の自動製造と自動販売機及びネット販売 篠原　仁志

関東 長野県 長野市 株式会社ジェム 5100001030072 １棟貸切型シミュレーションゴルフ場への新分野展開 長野商工会議所

関東 長野県 木曽郡王滝村 合同会社Ｒｅｘｔ滝越 6100003004890 短期滞在から中長期滞在で安定収入を目指す 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社イツミ 3100001019290 脱炭素型衣類乾燥機の研究開発と専用ラインの構築による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社コーヨーテクノス 1100001019012 新規開発するプローブにより、光エレクトロニクス分野における技術革新を目指す 立野　靖人

関東 長野県 諏訪市 株式会社小松精機工作所 7100001018306 次世代農業および水素社会対応センシング技術事業展開計画 諏訪信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社高山精機 5100002036738 カーボンニュートラル社会に向けた次世代半導体製造装置の生産工程開発 飯田信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 塚田理研工業株式会社 9100001021299 基板ライン増設による新規めっき工法の確立と量産化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社スワコー 7010101008926 大型部品加工機及び自動化設備導入による新市場参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 多摩川マイクロテップ株式会社 1100001022305 航空機分野から車載分野へ、次世代ＥＶ用角度センサへの挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社ジャパンバイオファーム 3100001020967 国産養殖用飼料の製造による水産領域への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野三和ポリエチレン株式会社 4100001002535 包装フィルムメーカーが拓く食品ロス削減・脱プラスチックの未来 長野信用金庫 ＪＡ三井リース株式会社

関東 長野県 小諸市 有限会社Ｉ・Ｎ・Ｔ 4100002012260 テーピングサービス事業におけるＥＶ分野への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ミールケア 2100001003378 スマートフードチェーン展開によるサステナビリティ健康促進事業～生産・流通・消費のデータ管理で食品ロスゼロ・脱炭素に～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ウエルフェア信濃 7100001011731 通所型老齢介護から、生活介護（障害者）による　共生型サービスを行うサービス開設についての　事業計画書 矢野　実

関東 長野県 中野市 株式会社そうげん 1100001025225 ラーメン等の冷凍食品化及び自動販売機などでの販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社サプリ 7100002007126 全天候型室内ゴルフ練習場整備による事業リソースの選択と集中 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社一兎舎 7100001005171 国産大豆タルト専門店　いとおかし 長野信用金庫

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社ちさと東 9100001024228 培ってきた信州蕎麦の製麺技術を活用したオリジナル蕎麦の製造販売および提案事業 飯田信用金庫

関東 長野県 上田市 レンタルスキーダボス菅平 地域初！地元資源を活かした家族向けゆったりグランピング事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 上伊那郡宮田村 株式会社ユーエスアイ 2100001021149 ５０年間積み重ねた高精度切削加工の技術力を強みに、需要が急増しているアウトドア関連部品の製造を行う 株式会社エフアンドエム

関東 長野県 岡谷市 有限会社吉沢製作所 3100002032045 精密加工ノウハウを活かした半導体関連分野への事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 プラン２１コーポレーション株式会社 3100001018631 老舗焼肉店の復活を目指して。個室で愉しむ高級焼肉店経営への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下伊那郡松川町 ＭＩＬＫ　ＢＯＸ 美容と健康を軸とした、飲食事業からエステ事業への空き家を活かした事業再構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社不二 9100001010269 建設用多目的敷板「キラキラ信州ＥＣＯマット」製造販売レンタル 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 ミナト光学工業株式会社 8100001022802 次世代電動ステージの生産工程開発によって事業再構築をめざす計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ネクサス 6100001012367 日帰り温泉旅館から障害者向け社会福祉事業への転換 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社旅館菊乃屋 5100002015031 若者や外国人旅行者が泣いて喜ぶ、個人客特化型サービスに挑戦します トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 株式会社アクアシステム 2100001020076 土木工事向けスプレーマシンを利用した未開拓市場（土木塗装）への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社エイブル・カンパニー 4100002026013 「ダイバーシティハウス」建売事業に向けた経営資源の選択と集中 長野商工会議所

関東 長野県 下伊那郡松川町 株式会社協電社 3100001023029 ＥＶ車の課題を解決する全個体電池製造設備向けコンプレッサーの製造 立野　靖人

関東 長野県 松本市 株式会社Ｒｅ　ｒｉｓｅ 3100003005677 療育特化型放課後等デイサービス施設の運営を通じた発達障害児童の支援事業 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社サロン・ド・サエ 9100002034077 美味しい・安心・ヘルシーなテイクアウトを駒ヶ根に！老舗美容室の挑戦 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 歯科工房田丸 歯科医師・技工士との連携体制構築によるＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 塩尻市 有限会社パラダイス 2100002033151 カスタムゴルフクラブ販売ショップ併設のゴルフシミュレーション事業 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 下伊那郡売木村 株式会社うるぎホープ 4100001023481 グランピング施設による地域資源を活用した革新的な宿泊サービスの事業化 長野県商工会連合会

関東 長野県 下水内郡栄村 有限会社油科モータース 8100002017636 過疎地域における住宅の解体工事業への新分野展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 みんなで株式会社 8100001032677 ビール醸造設備導入による居酒屋店からマイクロブルワリー事業への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社坂本屋 2380002023744 女性が身も心も解放される、女性限定の癒しの温泉施設の新規展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 一棟貸し古民家宿ｎａｇａｒｅ 中央アルプスを望める空き家を再生しペットと滞在できる完全非接触型の宿泊事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社矢沢光学 4100001018705 レンズ生産ラインの高度化により高付加価値レンズ新規受注獲得に挑む 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 有限会社エル・ティー・キャンパーズ 2100002032327 「軽キャンピングカー製造販売事業」業態転換に関する事業再構築計画 村瀬　功

関東 長野県 松本市 株式会社真心堂 2100002025999 白馬アウトドア機材の修理保守業務への参入とデジタルコンテンツ制作サービス 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 信幸金属工業株式会社 4100001001355 レーザー溶接ロボットによる自動溶接への転換！完全防水アルミ製ルーフファン生産体制の新構築事業 長野信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

関東 長野県 松本市 有限会社謝藍 2100002022889 松本スイーツを発信するカフェ・ＥＣ事業による地域イノベーション 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 松本市 株式会社ＣＡＲ　ＰＬＡＣＥ 8100001032735 自分磨きで成婚率アップ！エステのある結婚相談所事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 伊那市 和しん ”美味しい”を捨てない、捨てさせない！地元素材の贅沢アイス製造販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 須坂市 有限会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｉｎｔｅｎｔｉｏｎ 5100002001584 地産地消恩返し焼肉店舗事業 長野県信用組合

関東 長野県 佐久市 有限会社エンジニアリングウッド 2100002011768 蓄積された修理ノウハウを活かし破砕機の補修・修理事業への参入 長野県商工会連合会

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社豊年屋 7100001021383 国産ゴマを用いた家庭用ゴマスプレッド開発とゴマ自給率改善活動を通じた高付加価値商品製造・販売事業参入による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野リバイブ株式会社 8100001003918 コロナ禍の食品ロス削減に向けた新たな残渣処理事業への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社小林製作所 7100001009651 ステンレス製　小型・複雑形状部品の高精度加工体制の新構築 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 株式会社プロフィット・システム 1100001006786 ラーメン・餃子の冷凍食品無人販売事業への新分野展開 株式会社アイズモーション

関東 長野県 長野市 株式会社日拓 8100001002762 地域の空き家を活用した快適リノベーション事業 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪市 株式会社三村貴金属店 1100001018682 伝統の看板建築で山と街を繋げる複合アンテナショップ事業 木内　孝信

関東 長野県 伊那市 株式会社キューズ 5100001020684 光学部品独特の切削加工技術を量産加工においても対応出来る体制構築し、新分野展開を図る。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 有限会社ナカカツ 3100002011593 多様な働き方を叶えるコンセプトワークスペース及び働く環境整備支援の新展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 佐久市 井上寅雄農園 当社敷地内に専用加工場を新たに作り、いちごソースと冷凍いちごの生産、近隣農家の生産物の冷凍加工事業 佐久商工会議所

関東 長野県 佐久市 東洋厨器株式会社 5100001007475 有名信州手打蕎麦店同レベル店の画期的開店・ＦＣ化による再構築 土井　康二郎

関東 長野県 長野市 株式会社戸隠 4100001031245 戸隠連峰の見えるトレーラーコテージを拠点に通年アウトドア 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社マルエー・アダチ 6100001019214 先進技術搭載車両整備業と安全機能付き中古車販売への新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 埴科郡坂城町 ミクロン精工株式会社 6100001011550 電気自動車・産業ロボット分野へ参入！大型金型部品の短納期生産体制への大胆な業態転換 石山　賢

関東 長野県 諏訪市 株式会社フォワード 7100001018636 半導体先端パッケージングに関する検査装置部品の製造に新規取組 市木　圭介

関東 長野県 伊那市 株式会社Ｗａｋｋａ　Ａｇｒｉ 5100001030221 ○ 南アルプス麓の事業者の連携による特徴ある食の提供事業

関東 長野県 伊那市 ざんざ亭 ○ 南アルプス麓の事業者の連携による特徴ある食の提供事業

関東 長野県 茅野市 株式会社イマージ 6100001018926 再現不能の「秘伝のタレ」で、まちを元気にする大衆焼肉店に挑戦します 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 有限会社名木山館 7100002026662 屋外フィンランドサウナ導入による多様性のある経営改革 長野県信用農業協同組合連合会

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社オドゥール 8010702011484 日本初！　完全特別オーダーメイドワイン提供に挑戦！ 菅野　浩司

関東 長野県 長野市 株式会社スタジオサヤップ 3100001031254 古民家・移住に関わる総合サービスの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 一般社団法人ループサンパチ 9100005011370 地元資源をフル活用した「サウナグッズ販売事業」への新分野展開 髙司　浩史

関東 長野県 中野市 飯山精器株式会社 1100001012322 油圧バルブユニットのコンプリート（完品）製品のＯＥＭ製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社プレスト 3100001011355 自然を満喫することができるオートキャンプ場を開業する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 久保産業有限会社 6100002009346 きのこ生産技術を活かした防災非常食や野菜パウダー等の製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社美謄堂 2100001019721 アフターコロナのコミケ市場活性化に貢献！出展者向けのネットショップを開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 高野自動車整備工場 電子制御装置整備の内製化による先進的な自動車の整備事業への業態転換 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社檜皮屋 9100001029689 築１２０年の古民家再生により、観光文化都市信州松本から、若い世代へ新たな美術文化を発信・啓蒙 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社エイトピークス 1100001030943 『御社だけのクラフトビール、造ってみませんか』ＯＥＭ開発事業に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 有限会社中松屋旅舘 8100002014501 旅館から地域の旅行プラットフォームへ！老舗旅館によるサスティナビリティツーリズムへの挑戦 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社Ｗ＆Ｒ 9100001034111 アウトドア用品メーカーが販売店舗を併設したキャンプ場運営事業に進出！地域資源を活かし“ファンと当社の共感の場”を提供する トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社佐藤園芸 5100001001040 高まる室内緑化ニーズへ向けた、緑化特化型モデルルーム運用事業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社太陽農場 4100001022574 南信州と農業の魅力を伝える農業体験型宿泊事業 飯田信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社川手製作所 4100002032663 成長性のある新分野への進出による業績回復及び経営安定化 美斉津　晃

関東 長野県 松本市 株式会社ヤマト自動車工場 3100001014465 高齢化地域における地域実需機材の買取販売・保管を通じた社会課題対応型事業への挑戦 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社マブチ・エスアンドティー 4100001021717 洗浄関連設備の新規開発による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 柴宮製作所 新分野である半導体製造装置向け部品の受注獲得による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ＨＡＫＵＢＡ　ＳＮＯＷ　ＳＰＯＲＴＳ　株式会社 1100001017676 ワーケーションやインバウンド等の長期滞在客をターゲットとした貸別荘事業への多角化展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社佐々木工業 6100001007251 新たに自動車関連市場への参入を実現するための最新鋭設備の導入 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社エルマツクス 3100001012849 工作機械部品加工から半導体製造関連部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 長野県 飯田市 株式会社クラン 5100001025196 スマートグラスで効率化・遠隔支援・ノウハウ蓄積を活用した土工・コンクリート事業への進出 飯田信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社みとべ広告看板 5100002008745 熟練職人の挑戦！「大型立体サイン・複合看板」パーツ製造への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社リゲイン 9100002016471 倉庫業への参入及び中間デポ化による新分野展開 山本　俊樹

関東 長野県 上高井郡小布施町 ヘアーアンドアイラッシュ　ヨーク 地域に憩いの場を提供するカフェ＆バー事業の展開 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 山三酒造株式会社 5100001011106 歴史と伝統のある日本酒酒蔵の再生に向けた【プレミアム・クラフトＳａｋｅ醸造】プロジェクト 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 株式会社ドリームシップ 2100001018079 ＮＯＺＡＷＡ　ＰＬＡＹＣＥ　　～２４　Ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ　Ｔｒａｖｅｌ　旅をもっと楽しく、もっと自由に～ 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社新井工業 3100002000282 ＩＣＴ　技術を活用した省人化土木工事業への進出 岡本　洋平

関東 長野県 飯田市 株式会社長野ｔｕｂｅ 3100001034785 映像制作のプロから学べる、ビジネス動画制作講座の開講事業 税理士法人河野菅沼

関東 長野県 小諸市 株式会社東京洗染 9100001024896 洗濯業から軽井沢の地域資源を活かした体験型リゾートを提供するホテル業への業種転換 久保田　昌宏

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社日之出 6100002011657 クリーニングとコインランドリーのハイブリッド店舗を開業、「日本一楽しいクリーニング屋さん」を目指す 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 株式会社タケショウ 9100001029648 部品専門商社が下流の製造加工業へ進出し商社機能強化を図る事業 長野県信用組合

関東 長野県 上田市 武舎煙火工業株式会社 5100001010289 花火のワークショップ事業により市場拡大と地域経済の活性化を図る 上田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社土屋酒造店 3100001007832 新たな製造方法の導入によるプレミアム酒の開発と国内外の高級酒市場の開拓 佐藤哲也

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社大坂屋家具店 6100002013001 伝統工芸からの変革。軽井沢でととのう「サウナ小屋」の販売・レンタル事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野土地開発株式会社 6100001030385 結婚から結婚後のライフイベントまでトータルサポートする結婚相談所事業 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 千曲市 株式会社翠明荘 1100001006316 ”廃車両×温泉”で新たな観光地の創出と地域活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡池田町 有限会社遠条 6100002019378 “地域と人をつなぐ！観光資源の活用と新たなコミュニティ拠点整備による、人が集まるプラットフォーム構築・運営事業” トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 小諸市 株式会社アサマリゾート 2100001028078 高峰高原エリアにおける家族向け自然体験施設のオープン 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社エイエフシー 1100001004781 地域の中小企業ＤＸ人材創出塾の開校 株式会社長野銀行

関東 長野県 中野市 株式会社ダイマツ 9100001012091 地域資源の食材を乾燥してから、加工・商品化し、ＤｔｏＣ販売をする事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社内田重建 7100001000338 大型クレーン導入により新たに土木工事業に参入し、事業再構築を図る 長野信用金庫

関東 長野県 飯山市 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 創業１５０年を迎える小さな酒蔵による「サスティナブル（持続可能）・酒蔵観光ツーリズム」プロジェクト 飯山商工会議所

関東 長野県 松本市 ミンカハウス 宿泊業から製造業への転換、オリジナル性の高い一品ものの木工家具の製造販売を行う新事業の取り組み。 松本商工会議所

関東 長野県 飯田市 株式会社ピーエーイー 3100001022220 温室効果ガス低減に資するパワー半導体開発製造向搬送部品の取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 松澤印刷株式会社 5100001003227 デジタル化促進！文書データ化・アーカイブ化サービス提供 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 有限会社エイテック 4100002029387 樹脂加工技術を活かした半導体部品製造用金属製治具開発への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 ラムズイヤー ３０代超の忙しい女性に向けた、温熱リンパエステによる健康美の提供 奥原　岳彦

関東 長野県 小県郡青木村 株式会社ますや旅館 9100001010475 利き酒師の旅館オーナーによる、お酒と美食のペアリング研修事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 大町市 大町シエル石油株式会社 8100001017182 高齢化社会・ＳＤＧｓに対応したタイヤお預かりサービスの展開 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ｃｏｖｓ 7100001034261 オンラインコンテンツ撮影・配信に特化したスタジオ事業 小林　正樹

関東 長野県 小諸市 株式会社キザキ 1100001008403 新分野製品の受注獲得による経営安定化 美斉津　晃

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社フィールドジョイ 8100001017686 客室キャビン併設ハイブリッドキャンプサイトの運営 茨城県商工会連合会

関東 長野県 岡谷市 キング精工有限会社 9100002031132 半導体検査装置事業への新分野展開と工程統合による生産性向上 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ケー・アンド・イー 3100001011207 総合スポーツクラブによる小学生向けの映像授業型学習支援事業 株式会社愛知銀行

関東 長野県 木曽郡南木曽町 有限会社アサイ 7100002027248 福祉用具を活用した住環境整備や移動販売等、地域の実情に合わせた事業への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 株式会社日品商事 6100001028990 青果物輸出用冷蔵保管庫併設型鮮度保持可能認定選果場の新設事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 有限会社渡辺製作所 6100002016912 ＤＸ生産管理構築による眼科医療機器向け精密プレス新規参入事業 長野県信用組合

関東 長野県 佐久市 株式会社ＴＲＵＳＴ 3100001032657 人口減少や過疎化に伴う空き家の増加を機会に長野県内における解体工事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 南佐久郡川上村 株式会社岩根山＿ 6100001008142 団体客志向の山荘施設をリノベーションして、個人客志向の新しいニーズの宿泊施設に再構築する。 佐藤哲也

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社愛光典礼社 7100001025310 サブスクリプション型遺族ケア・生前ケアサポート会員サービス 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社野村屋 2100002014564 【ｅスポーツ×地方創生】観光・教育・健康を進化させるｅスポーツ事業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 長谷川豊 京の都から縄文の里へ八ヶ岳の魅力を伝えて集客アップ作戦 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 有限会社ツバサ 1100002030199 自社ブランドエレキギターの製造販売による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 松本市 ＫＡＪＩＹＡ 北アルプスを望む場所で宿泊型ワーケーション事業の展開 風間　利昭

関東 長野県 東御市 株式会社白石製作所 3100001011685 高精細内面研削加工による精密加工機械用長尺部品への新分野展開 上田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 居酒屋つくし 居酒屋から専門料理店への挑戦！大切な方との美味しいひと時を提供するステーキ専門店への事業転換 下諏訪商工会議所

関東 長野県 小県郡青木村 株式会社キャステク 7100001010477 大型鉄鋳物の受注拡大による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 佐久市 有限会社大星塗装工業 4100002012194 塗装前処理工程の抜本的変更による医療・食品分野向け抗菌塗装の新規展開 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 長野市 浜焼太郎長野駅前店 Ｗｉｔｈコロナ適応事業 長野商工会議所

関東 長野県 下伊那郡豊丘村 カースタッフトヨハル 車両検査機器および施設導入を通じた総合的なカーライフ支援企業への進化 飯田信用金庫

関東 長野県 中野市 株式会社ふるさと石産 8100001012340 持続可能な環境を実現する新たな骨材展開事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社シンエイ・ハイテック 6100001001337 自動車車載機器部品製造で培った技術を活かした医療機器部品・医療器具部品製造への参入 長野県信用組合

関東 長野県 須坂市 リブート 最新設備を導入し、精密板金業として最先端を目指す 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 長野県 駒ヶ根市 林エンジニアリング株式会社 5100001030452 食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 松本市 株式会社プリントショップ・ミネ 1100001016414 動画で地域を元気にする 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社蓼科グリーンバレー 7100001019097 八ヶ岳中信高原国定公園で大自然を遊び尽くす体験型キャンプ場 西田　和倫

関東 長野県 上田市 ツーリスト美乃和 信州の田舎で癒される会員制プチリゾートクラブ　ツーリスト美乃和 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 日本レクシー株式会社 7100001002672 国産素材を使った長野県初のクロワッサン専門店とオーガニック珈琲専門焙煎所 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 塩尻市 有限会社下平工務店 2100002024935 地域木材の普及とブランド化を目指す製材業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社エスプリ 8100001011573 難削材加工の課題を解決する【革新的治具】で航空宇宙分野への新規参入 長野県信用組合

関東 長野県 小諸市 株式会社信輝建設 7100001028998 木で造る「やさしい」ＩｏＴ技術対応大型コインランドリー 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ブレーンアソシエーション株式会社 3100001016107 農業×福祉×アート×ペット共生型障がい者のグループホーム開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 茅野アスレチックスアカデミー ＩＴ活用による非対面形式を取り入れたボディケア事業の新分野展開 茅野商工会議所

関東 長野県 長野市 孫　恵里花 女性の月経周期に合わせたフェムテックダイエットのオンライン提供 坪井　亮

関東 静岡県 榛原郡川根本町 株式会社エナジーファーム 4080001020176 冷凍焼いも製造業開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 株式会社ＫＣ２ 9013201016037 オリジナルキャラクター「芸者の小春」「人魚のアティーナ」をモチーフとした「アタミカフェ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 島田市 有限会社ビクソン 3080002013881 個人向けの自動車塗装サービス業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 ハラダ板金 新金谷駅近隣の東海道に面する古民家カフェレストランの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社共和製作所 9080402002479 ３Ｄプリンターを利用した高精度・短納期・低価格の樹脂治具設計製造事業 立野　靖人

関東 静岡県 島田市 株式会社ＩＧＩ 2080001024831 内装業から宿泊業への新分野進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 丸忠細巾織物工場 新型汎用性高速自動織機の導入による産業副資材製造の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ライズワン 2080001010583 模倣困難な技術とノウハウを活かす高付加価値半導体製造装置製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市中区 ダイヤモンドクラブ株式会社 2080401023193 グローバル社会に羽搏く次世代育成を目的とした学童クラブ運営 村越　誠也

関東 静岡県 磐田市 株式会社光コーポレーション 1080401016834 映像圧縮サービスの国内事業化とサービス提供体制の確立 村越　誠也
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関東 静岡県 袋井市 株式会社住建工業 6080401017654 袋井市地域活性化実現のため「テレワークセンター」建設と運営 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社Ｕ－ＣＨＡＮ 9080001023645 ＩＴを活用した革新的「音声コミュニケーション事業」の新規展開 増田　利幸

関東 静岡県 静岡市清水区 土屋　香美 人生１００年時代を元気に楽しく暮らすために。一人ひとりに寄り添い健康をつくるヘルスケア施設　事業計画 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社タカハリ 1080401021693 旧在庫置き場を再構築し、アロマリンパ・ローズ蒸しサロンに業種転換 株式会社アトリオン

関東 静岡県 浜松市北区 梶村自動車株式会社 9080401001201 指定工場として認可を受けるための車検設備の導入、次世代自動車への整備の対応 中村　健一郎

関東 静岡県 焼津市 有限会社港湾オートタイヤサービス 7080002016534 社内資源を生かしたキッチンカー事業で地元地域に食の健康と元気を 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社浜松白洋舎 4080401004183 「２４時間無人洗濯代行サービス」の事業化により「衣類総合サービス業」へ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社東北電気工業所 9080401003528 土木工事業へ進出、電気のトータルサポートとガス配管工事請負 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 駿香楼 中華料理専門店の味を再現した冷凍総菜の無人販売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 ＮＡＧＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 8080401019517 新たなＳＡＵＮＡ　ＧＹＭ　ＭＩＳＯＧＩ「禊」開業による新事業への展開 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市清水区 酵素風呂ＲＩＫＵ 対面型脱毛店の課題を解決・清水区内初のセルフ脱毛専門店展開事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 静岡県 熱海市 株式会社ライフワーク・アドバンス 8011101062326 日本の伝統工芸「箱根寄木細工」をモダンな実用品にアップデート　寄木家具企画販売開始 熱海商工会議所

関東 静岡県 菊川市 みどりやニーム 菓子製造事業を新たに始め、既存雑貨店事業と相乗効果を図る新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 有限会社チアキ機工 6080102014430 協業ロボットの実機導入による新分野展開とロボット化の促進 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市葵区 ＩＴＡＭＡＥ朝太郎 割烹ラーメン店への転換と静岡産素材「季節のお弁当」販売体制の強化 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＲＡＹ 8080001021963 アフターコロナにも対応したとんかつ店への新事業展開 髙司　浩史

関東 静岡県 静岡市駿河区 晴の 地域の食材を使用した無添加の手づくり弁当販売店「晴の」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 焼津市 デザインスタジオＦｏｒｍｕｌａＷｏｒｋｓ ｅ－ｓｐｏｒｔｓドライブシミュレーター事業の新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社アステック開発 8080402014434 自社製品非破壊金属硬度測定システム開発により受注生産型業務からの脱却 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 有限会社ケーツー・アールアンドデー 5080102006874 レーシングチーム運営のノウハウ・スキルを活かした地域おこし事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＨＩＢＩＫＩ 1080401020902 オシャレに楽しくゴルフを楽しもう、浜松発のゴルフブランドの立ち上げ！ 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 加藤塗装株式会社 2080401001216 中古戸建て住宅と住宅リフォームをセットで提案する事業への転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社山翔 4080001022271 周辺環境の強みを活かしたオリジナル高級焼肉店「焼肉　山翔」の展開 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ヒッポクリエイション 4080001020060 店舗とＷＥＢを融合したオーダーグッズ事業でＢｔｏＢへ新規展開 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 フレール 動物病院とコラボした『ペットスイーツ事業』への参入 吉田　雄一

関東 静岡県 袋井市 有限会社永田屋 9080402021702 廃棄ロスを目指した洋菓子、オーガニック幼児食・惣菜類の販売 袋井商工会議所

関東 静岡県 沼津市 大木重友 未利用バイオマスを活用した地域循環型農業と環境課題解決型ビジネスの新規事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 御前崎市 いむら建築株式会社 9080401022494 土木工事とエクステリア工事の内製化による総合建築サービス化 井上　香織

関東 静岡県 富士宮市 有限会社トミー 8080102017539 遊休資産を活用したワーケーション拠点としての宿泊業への挑戦 富士宮商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 朋接骨院 アスリートや身体に悩みを抱える人たちに脱毛サービスを提供する新規事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社シーアンドエス 3080102020976 ＩＴ．ＤＸ活用の新型ベーカリーで地方を元気に 下田商工会議所

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社カキサワ製作所 6080101019950 軽量化や高強度に優れる新素材等を活用したタップ付縦穴ボルトの開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 やきとり肥後 マルシェに出店するための新商品開発及び小売業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 有限会社大一楼 4080102018367 日本屈指の温泉街「熱海」で、食べ歩き中華と通販（ミールキッド）事業で店外消費促進事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 島田市 ケンケンダンスファクトリー プロジェクションマッピング（電子広告）による広告業への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社味匠 7080001000175 グルメを諦めさせない！ダイエットやアレルギーに悩む方に、　グルテンフリーの冷凍十割そばをお届けするオンラインショップの開 静清信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社松栄 6080401020550 コロナ禍で急激に悪化した経営を改善する事業再構築の取組　「楽しさ」を提供する新事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 有限会社民宿ふくだ 9080402018293 民宿が始める二輪向けレンタルピットサービスとビジュアル再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社ヤマナシコマース 1080002013363 「ありえない高校生活」を実現する最先端の学び場の開校 静岡商工会議所

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社イチリツ 5080002014523 部品加工業から製茶関連機械の組み立て加工の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊東市 有限会社ケイドリーム 9010002050620 ドローン免許取得及び学生・点検作業向け実習スクールへ事業転換 相模原商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社三愛 9080401011464 浜名湖周辺の産品を活かした独自商品の開発及びそれを販売する道の駅の開店 遠州信用金庫

関東 静岡県 裾野市 料理研究所スマイリー 居酒屋事業から店頭で量り売りできる野菜の副菜メインの総菜屋事業へ業態転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社野沢工務店 4080002004558 「暮らしに価値を提供する」家具、生活道具を扱う「野沢道具店」の開設 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社かえる不動産建築工房 2080001024823 こどものためのロボットプログラミング教室開講による研究技術発展への貢献 静清信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社オンデマンド研究所 1080101005121 ビニール袋の供給・搬送技術確立による新たな装置による食品市場への参入 三島信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社Ｇｒａｃｅｌａｎｄ 8080101021541 牧草地を活用したドローン飛行訓練場事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 磐田市 ネオライフ株式会社 2080401016908 ～ＤＸによる住宅紹介事業への新分野展開～ 遠州信用金庫

関東 静岡県 焼津市 ダイトー水産株式会社 7080001015363 総合通販サイトと連携した物流デポ機能のバックヤード請負事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 菊川市 ＳＵＧＡＲ　ＦＡＲＭ 農家が営む新鮮食材を提供する無人八百屋「やさいの駅」の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 一般社団法人ベンチャー投資育成研究会 3080005007113 メタバース空間を活用したプレ起業家コミュニティによる起業家創出・育成支援事業 鈴木　一貴

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社エムエムピー 4080002001027 日本国内での製造及び高付加価値モデルの製造への挑戦 渡邉喜明

関東 静岡県 静岡市葵区 ミルクフラワーズ 女性が主役、静岡県産のお花で作る、旬花ＢＯＸｓｈｏｐ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 有限会社帆高建材工業 8080002012763 建設発生土の再利用による土質改良土の製造・販売（建設発生土のリサイクル事業） 峯尾　喜一

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社イハラ製作所 5080401000586 脱炭素社会実現に向けたＥＶ関連製品の金型製作・販売事業 峯尾　喜一

関東 静岡県 富士市 東洋レヂン株式会社 7080101009158 脱炭素プラスチック普及のためのセルロースナノファイバー含有のプラスチック素材着色プロセス事業化による新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 プラスチック加工興和株式会社 5080001001456 海洋エネルギーの有効活用のための金属代替となる高耐久樹脂製発電用部品の新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 日本ニューノーズル株式会社 8080001008861 次世代車の軽量化に貢献する新素材量産を目指した射出成形技術の高度化のための中核部品供給事業の展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社三静工業 4080101005622 独自のダイカスト特殊工法を応用した新たな水素流通システムのための量産部材供給体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ジーアクト 6080401010279 ＥＶ用蓄電池の安全性に寄与する非破壊検査装置主要パーツの生産体制確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 学校法人静岡自動車学園 5080005001361 ２０５０年カーボンニュートラル実現のための新たな自動車整備士教育への新分野展開 日本自動車整備商工組合連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社片平木材 3080002009599 産業廃棄物処理業者の資源を活かした持続的食料システムの構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 桜井資源株式会社 7080001013037 ＦＲＰ船及びソーラーパネルの解体処理による資源循環関連産業の課題解決への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 湖西市 協和工業株式会社 8080401005962 １．５ＧＰａハイテン材のＥＶ用車載バッテリー部品への実用化事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ファイナル 8080001022953 ６次産業化による付加価値向上と新分野への展開 清水　進矢

関東 静岡県 島田市 株式会社ナガサワ 3080001014212 「保育施設で使用する家具や遊具の修理サービスの開始」 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 ストアー魚八 地元素材を活用する合格弁当の開発と販路開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 べりーらんど萩田 イチゴ農家によるイチゴジェラートの新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社東京屋分店 5080402005403 オムレットケーキの製造販売 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 有限会社キャッチ 4080102017625 急成長を遂げるｅコマースで存在感の増すトラックとＡＳＶ普及に対応した自動車整備サービス 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 静岡県 静岡市清水区 ｆｉｖｅｆｅｅｔｃａｆｅ’ｓ 地元農家と連携したクラフトジェラート事業による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社柳本産業 2080401005506 老舗瓦屋による瓦の魅力を活かしたカフェ・ワークショップ事業 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社三峰製作所 8080002013010 高耐久・防水紙パレットによる、物流高度化と環境負荷軽減の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 御菓子処一楽 老舗和菓子屋が挑む、旬なフルーツを扱った究極の和スイーツ製造と販売促進事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 磐田市 磐田刃物株式会社 8080401015706 半導体部品切断用刃物の新規製造・販売 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市南区 日東工業株式会社 3080401003913 住宅用大型部材の一体成形技術の確立による新市場への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 アルファテクニカ株式会社 4080401001882 ＥＶ車の推進・労働市場の衰退に貢献する「協働ロボット」部品への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ヤマイチ 2080101011894 精密板金加工における高精度・高品質・短納期の自社の強みを活かした、特装車部品分野への新たな進出。 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社田中商店 3080402004910 老舗美容ディーラーの強みを活かした「接骨院兼エステサロン」の経営 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 遠州協同運輸倉庫有限会社 3080402019421 高速道路のゲートから３００ｍに位置する好立地で倉庫業に参入し運送業との一貫体制を構築！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社伊豆工機 5080101005217 難加工材ＡＤＣ３の鋳造技術獲得による「自動車部品市場」への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ヤギフジ 3080101012017 公共設備等の鉄骨製造施工ノウハウを生かした新たな規格化製品の提供 富士宮信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社高田鉄工所 1080101001054 世界最先端の半導体製造装置（ＣＭＰ）製造のための超高精度部材の提供 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士宮市 井上機工株式会社 8080101011253 熱交換器の銅管製品を新材料に転換する新加工法開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社
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関東 静岡県 富士市 市栄産業株式会社 9080101008653 リサイクル固形燃料ＲＰＦの新分野展開で地域の単純焼却からの転換と脱炭素への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

関東 静岡県 磐田市 小松工業株式会社 7080401016325 独自冷間鍛造技術によるインバーター内構成部品等の電気制御部品分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＣＨＩＬＬ　ＤＩＮＥＲ 6080401011657 コロナ禍でも安心利用できるリゾート宿泊施設運営分野への参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 アイ・ピー・テック株式会社 6080401006541 半導体分野におけるミクロン単位の超精密切削技術を活用した新たな試作開発分野へのオーダーメイド型新製品の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社森島米店 2080102008709 「急速冷凍おはぎ」の開発による新たな流通経路の開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社Ｅ・Ｍ・Ｃ 2080401011727 アルミホイール製造で培った独自の金属切削技術を応用した新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 永田部品製造株式会社 9080001003861 サプライチェーン対策のための高張力鋼板を活用したＥＶ用製品製造体制の確立 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社鈴木鉄工所 4080001016496 アルミダイカスト製造ノウハウを応用した新たな産業用オートメーションロボット用部品の製造を通じた産業設備分野への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 杉本金属工業株式会社 5080001002231 自動車用部品のプレス加工技術を強化した次世代自動車市場への対応に向けた小部品の自社製造体制の確立 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社富士見紙工 4080002013047 独自の高品質製造ラインによるダンボール製造技術を応用した新たな工業用用途に向けた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 浜松鉄工株式会社 6080401016177 新機構の高精度船外機部品製造によるコロナ禍での売上回復 株式会社フラッグシップ経営 愛銀リース株式会社

関東 静岡県 浜松市浜北区 浜日商亊株式会社 4080401004423 マシンピラティスとジム開設　～美、健康、癒しの複合施設へ～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 有限会社日本ＩＤＥＡビジネス 8080402022445 ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）再生ペレット事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社玉起園 4080102014424 廃棄食材を活用した「焼肉屋さんの牛タンキーマカレー」で食品ロス削減に貢献する！ 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サポートスタッフ 9080001021260 店舗スタッフから地域と連携した福祉業への転換による放課後デイサービスへの参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 承元寺工業株式会社 1080001008331 航空機部品の超精密製造ノウハウを活かした生産体制の拡充による新成長分野への参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 東静機材工業株式会社 8080101017580 公共インフラ保守の効率化に向けた足場工事技術の自動化を通じた建設業界の発展的技術伝承に向けた新事業展開 富士宮信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社東和テック 6080401016433 省エネ型空調連携システム開発・販売によるコスト削減策の提供 坪井　亮

関東 静岡県 富士市 富士アセチレン工業株式会社 5080101009374 最新のファイバーレーザー加工機とベンダー導入し、パイプ内製化による製薬工場用配管プラント分野への新たな進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 島田市 金谷鋳造株式会社 9080001013373 ボトルネック解消による高精度鋳物製品への思い切った新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市西区 Ｒｅｃｏｖｅｒｙ－ｓｔｏｒｅ 美容と健康がコラボ！リラクゼーション整体が受けられるヘアサロン 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社楽し屋元気商店 1080101019237 飲食事業（焼肉店）の強みを活かした「無人販売方式の食肉小売事業」への新分野展開による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 トラックスワーク株式会社 6080401018578 ＤＸ食券機と配膳ロボットによるとろろ炭火焼肉定食店の新事業計画 石井洋之

関東 静岡県 富士市 有限会社母心庵 5080102015826 『総合療術のラストピース障がい者グループホームへの新分野展開 中村　仁亮

関東 静岡県 富士市 ビヨンズ株式会社 3080101009351 電動車部品製造への挑戦による期待を超えるテクノロジーの発揮 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社ＫＥＹＵＦＡＣＴＯＲＹ 7080402016885 高精度の切削加工技術を活かし、大型・軽量化が進むＥＶ部品への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社まるやま不動産 6080401024205 不動産業によるＩＣＴ重機の建機レンタル業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 山口プランニング デジタル技術を活用した教育訓練施設運営の新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 江間工業株式会社 2080401000903 ＥＶ二輪車向けインホイールモーター部品の製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社村松精密 4080401006304 農機具の電動化を起点とした脱炭素型産業へのアプローチ 西畑　隆久

関東 静岡県 掛川市 株式会社ＲＥＦ 3080401025305 ＳＤＧｓに沿った営農型太陽光発電設備工事への参入 辻　拓真

関東 静岡県 藤枝市 東海苑 コロナ禍に合わせた店内改装と自販機等によるテイクアウトの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 Ｋ′ｓライフサービス株式会社 2080101020020 薬局の薬剤師が関与し、服薬管理も任せられる通所介護施設の開設 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社山下成型 6080001016874 洗濯機部品の製造に向けた業界最高水準の品質保証体制構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社沖田化成 4080401001073 電気自動車の普及を見据えた生産・検査体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市駿河区 山崎工業株式会社 1080001005403 ＣＡＳＥに対応した次世代自動車向け、高信頼性電子基板の開発と新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ナナミ 3080001003917 新たな生活様式に対応した安心安全な公共空間設計のための新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 ジェミニーズ 地元青果をふんだんに活用したデザートテイクアウト事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 井指鉄工有限会社 4080402021335 複雑形状を持つ金属部品の設計・製造能力を生かした医療機器分野への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社Ｇｕｋ 5080102005091 地域密着連携とＷＥＢで集客を図るヘアサロン２階を活用した脱毛サロンへの進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ファイン放電センター 1080402006834 超精密加工で電気自動車分野へ進出！　デジタル技術で働き方革新！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 合同会社ＴＨＥグッド工房 2080103001893 テレワーク普及による住宅の付加価値化に対応した新たなエクステリアのコンサルティングサービスの展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社長谷川鋼機 7080002016138 ３ＤＣＡＤを用いた大型サーボモーター部品の製造事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社シーマンズ 8080102001609 地下海水プールを使ったシュノーケル体験教室、ダイビングライセンス取得事業へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 大木工業有限会社 1080402001595 ＥＶ化を見込んだ建材市場への進出（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社マルハチ金龍丸水産 6080102004712 水産加工業者が仕込むお魚弁当販売キッチンカーへの進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊東市 かつまた農園 農業から地産天然水の製造業へ転換　地域と連携した観光振興の取組み 三島信用金庫

関東 静岡県 菊川市 阿形工業株式会社 3080401014778 需要が高まるＥＶ車載用リチウムイオン電池部品製造事業への進出 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 沼津市 有限会社互栄食品 3080102001200 静岡県産ブランド肉を主力とした家庭内消費向け加熱加工食品の製造、販売時事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ケンエンタープライズ 6080002006552 地域密着型　老朽化する空き家を新たな利用者へ 福島　悠

関東 静岡県 菊川市 ＫＡＭＩＹＡ　ＧＲＯＵＰ株式会社 2080401015661 美容院事業からデジタル化された脱毛エステ事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ＰＤＦコーポレーション 9080001017119 藤枝産！古民家を活用した、体験型施設事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ティーアールシィー高田 5080401003250 フォークリフト向け次世代電源装置の開発による事業化 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市中区 テーラー新屋 車椅子を使う人向けの機能的かつお洒落なオーダーメイドカジュアル服 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社平成建設 6080101001727 遊休不動産活用による「商店街の活性化」と「自社大工のブランディング」事業 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 ストレングス・フィット合同会社 3080103002065 ＡＩマシン等で成果を「見える化」する初心者向け時短サーキットトレーニングの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社サツ川製作所 2080401001983 エンジニアリング企業によるアスリートケアを軸とした地域密着型鍼灸整骨院事業の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社ＴＣＳ・ブーン 3080101023170 今後高まるニーズに対応する次世代自動車整備・販売事業 三島商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社明光電化工業所 3080101001894 自動車部品向けの高耐食めっき技術を活用して新たな市場に進出する。 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社田中機工 7080002017111 難削材の高精度加工により、コロナ禍で再注目のアウトドア「釣り」用品の部品加工に挑戦する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 株式会社金森機械 5080101019448 お茶業界を救う！国内海外で需要が高い無添加固形茶の量産化 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社堀内電機製作所 8080101009669 ＩｏＴラボ併設の古民家カフェ運営による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社ジィータ 5080402014288 無肥料無農薬野菜・食材の販売による安心安全な食生活の拡大普及 村越　誠也

関東 静岡県 浜松市中区 ＲＥコンサルタント静岡株式会社 1080401022923 「いつもの空間をお気に入りの空間に」不動産事業から空間デザイン事業への新分野展開 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＴＯＤＡＴＥＣ 1080101007761 ＣＯ２を排出しない電動バイク部品製造に必要な加工技術確立による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 オクツトップ有限会社 1080102000757 インサート成形による電気自動車用バスバー部品の製造実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 沼津市 株式会社プラエンジ 1080101001673 樹脂加工の高付加価値化で最先端半導体製造装置用部品等の量産体制の構築 佐山　壽一

関東 静岡県 沼津市 株式会社サンウッド 4080101016339 建設発生土の改良で人命・地域・環境を守る残土処理サービス事業 大桑　克博

関東 静岡県 沼津市 株式会社太洋社 7080101001032 地域同業者をターゲットとした廃プラ・鉄くずの中間処置場への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社マエダアソシエイツ 8080001004778 ドライアイス用チップソーの再研磨 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社フォルム 2080101002514 健康・環境・安全に配慮した小規模保育園の経営 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社コーリツ 1080401001704 非接触式３Ｄ形状測定機導入によるＥＶ製品商品化とＤＸ活用による競争力向上 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 沢根スプリング株式会社 4080401002071 低侵襲治療に寄与する医療用トルクコイル生産販売システムの確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社浜松ベジタブル 4080401025592 食品残渣物がカーボン素材に！触媒技術を活かしたマテリアルリサイクル事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社駿河 9080001024156 地元密着のボクシングジムによる放課後等デイサービス事業への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 マラマインベストメンツ合同会社 8011703001160 宿泊業で培ったサービス品質を生かし、シャッター商店街に活気を取り戻す新たな飲食部門の展開。 伊東商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 タイショー開発株式会社 1080101007621 誰にも優しいバリアフリーキャンプ場運営事業開始による事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ハイナン 4080001013865 ゴルフ場からドッグラン、わんちゃんのワンストップ拠点への転換 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社ＩＳＳ西川機械 5080401003845 高品質な部品加工技術を用いた高精度半導体製造装置用部品への新分野展開 浜松磐田信用金庫 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 静岡県 焼津市 株式会社プロクック 2080001015161 旨味たっぷりの極上卵をふんだんに使った農場直送プリンの製造販売 水谷　弘隆

関東 静岡県 浜松市西区 小楠部品工業株式会社 5080401025427 輸送用機器部品から農機、建機部品へ再起をかけた新規市場への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 トゥデイズ 【ウィズコロナ】非接触・完全個室型セルフ脱毛サロン事業 佐藤　吉英

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社お佛壇のやまき 3080001015672 完結供養ニーズの高まりに応じた樹木葬霊園事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 日本農産株式会社 5080401003820 希少な茶の品種である「カラベニ」の化粧品材料への新たな活用 遠州信用金庫



34 / 35

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

関東 静岡県 静岡市葵区 アクトシステム株式会社 6080001000143 デジタル技術を活かした福祉型カレッジの創設 ミライズ税理士法人

関東 静岡県 熱海市 鳥満 肉の甘みと柔らかさを活かした「チルド・冷凍焼き鳥」のセントラルキッチンの立ち上げ 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社歯科コミュニティひかり 8080001021732 最新のデジタル技術である口腔内スキャナーを活用した歯科技工業への参入 静清信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社横須賀工業 1080102011985 クリーンルームの設備用ステレンスカバーの効率的な生産体制構築 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 沼津市 東海プラント分析センター株式会社 8080101001213 アスベスト検査事業の立ち上げと社内体制改革への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社鈴木内職 5080401022176 掛川初上陸！美容複合型施設で女性のキレイと健康をサポート 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社森工 2080101016893 ＣＮＣ精密平面研削盤を導入し商社業から加工業へ大胆な事業構造の転換 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社鳥善 8080401003636 創業１５４年企業が挑む、洋菓子製造とセントラルキッチンＯＥＭ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社マウントフィールド 5080101018516 空き家を利用した社会的弱者向け生活支援サービス事業 竹村　智之

関東 静岡県 焼津市 株式会社イシワリ 9080001014652 加工肉のＯＥＭ生産から脱却し、ＮＢ商品の開発・生産による中食市場参入を目指した新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 遠菱アルミホイール株式会社 3080401015727 電動車を見据えた大型アルミホイール製造ライン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 静岡県 沼津市 株式会社ティー・エム・コーポレーション 7080101003540 スポーツの場を介した地域コミュニティ施設の展開による新しいマッチング手法の提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社山一製作所 1080102015276 ＥＶ部品製造に必要な製造技術獲得による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社井上 2080001024914 イタリアンレストラン運営事業による東海道の古民家を活用した日本食レストランの新規出店 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社エヌエスティー 3080401000852 ＵＴＧ用レーザー加工機製造事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社伸東工業 7080102010445 最新型ベンダーを導入し、新規ユーザーの開拓 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社グリース 2080401020397 クラシックカーの修理・整備ノウハウを活かした「板金・塗装業」への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社富士山ワイナリー 5080101012213 富士山麓の観光地である朝霧高原唯一のワイナリーが開始する地産地消のＳＤＧｓを目指したワイナリー併設カフェ事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 駿東郡清水町 エクセル工業株式会社 3080101005383 強みを活かした選択と集中！混練マスターが挑戦する従来品と難素材製造のコンバーチブルシフト 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 東和運輸倉庫株式会社 3080401003541 ポストコロナにおける商業施設向け納入に適した荷さばき業務高度化事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社マルトミ 5080402007804 レンタル事業からココロとカラダを整えるフィットネスジムへ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社クライマワークス 5080401018001 ブランディング・マーケティングのプロが行う物流倉庫＆実店舗運営による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

関東 静岡県 三島市 有限会社杉本鉄工所 4080102010555 平面切削加工技術を活かした建築分野（金属製品製造）への新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社竜地 7080401005848 公共工事への参入による国土強靭化の実現への貢献 遠州信用金庫

関東 静岡県 菊川市 合同会社山宝園 4080403003596 茶園の再生・転用のための農業土木事業の新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 駿東郡小山町 株式会社フィットコーポレーション 2080101012422 老舗焼肉店による本格冷凍焼肉弁当・ギフトの通販事業への挑戦 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 ナカダ産業株式会社 8080001013432 新型デジタルマイクロスコープ導入による研究開発体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 磐田市 株式会社ワンヘルスコーポレーション 2080401022897 山羊繁殖事業への新分野展開により新たな収益の柱を確立する計画 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 富士市 株式会社ディーエイチディー 3080101019037 アフターコロナを見据えた移住・二拠点居住市場向け宿泊・滞在事業への進出 富士信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社八木精機 4080002014763 自動車分野製造のノウハウを活かした医療分野への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社日静機械製作所 2080001016663 半導体製造装置部品製造を実現する加工技術獲得による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ステクトル 8080101011534 リビルドボウリングパーツ及びオリジナルパーツのＥＣサイト販売展開 富士宮商工会議所

関東 静岡県 富士市 有限会社ボデーシヨツプトキタ 8080102015014 自動車整備業から「地域交流と創業支援を兼ねた飲食事業」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 駿東郡長泉町 Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇｓ株式会社 7010401116305 「声」を売るＥＣサイト構築による新たなビジネスモデルの確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 川﨑工業株式会社 3080001012975 電気自動車時代に対応した部品メーカーへの転換 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ＳＥＴＯ 6080001008517 アスファルト舗装の新たな工法「ストリートプリント」事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社アスモ不動産 1080401018450 浜松に移住者を呼び込むコワーキング機能付きカフェ事業 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社一十園 3080402014694 多品種・多サイズ植木の国内レンタル事業 遠州信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社甲石製餡 8080101005536 老舗の伝統製法で作ったＢｔｏＣ瓶詰機能性餡のブランド化事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 有限会社ハンプ・コーポレーション 9080002018652 ルアーのＯＥＭ製造からエコ素材を使ったオリジナル釣具の製造・販売への業態転換 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社梨本化成 3080002010846 水性塗料に特化した「スプレーマン養成カリキュラム」の提供 静清信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ＳＯＵＫＥ　ＧＲＯＵＰ 5080101022930 韓国文化への深い造詣を活かした韓国の伝統建築「韓屋」の民宿事業 井上　拳

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社デザインスタジオフェニックス 3080001010459 ホームページシェアによる効果的で効率的なホームページ作成システムの販売 森口智志

関東 静岡県 焼津市 株式会社ＹＣＬ 8080001020866 炭酸封入充填装置の導入による清涼飲料製造業からチューハイ等酒類（ＲＴＤ）製造業への新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 株式会社エムアイモルデ 6080101008243 金型メーカーである当社が環境面と衛生面に優れた幼児用玩具生産に取り組む事業 株式会社ジャストコンサルティング

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社市山 3080101015069 キッチンスタジオを活用した新たな販路開拓とシェアキッチン事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社大富 8080101008266 木箱の代替となる高強度・高機能段ボールの小ロット生産の実現 株式会社知好楽ネットワーク

関東 静岡県 袋井市 株式会社吉川建築 6080401023660 ハウスクリーニング事業への挑戦による【衛生インフラ企業】への改革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 共立化工株式会社 2080101000492 リサイクル炭素繊維の販売並びに用途開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社アオイ 7080101003929 ＭＩＭ製法導入で実現する新たな金属製品市場への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 永田塗装株式会社 8080401010640 プラスチック塗装技術・ノウハウを活かした金属塗装への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 アウトリガー株式会社 3080401022005 唯一無二の　「　ＲＶ　パーク」　を設立し、　ブランド力強化へ繋げる。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社Ｒ－ｏｎｅ 9080401018419 外壁工事業者によるサイディング材製造・販売事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＫＡＫＥＮ 3080401012617 電気通信工事の技術力を活かすサイネージビジネスへの参入による事業再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社伊豆バイオパーク 6080101014605 伊豆スポーツヴィラバリューアップ事業 株式会社北海道銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社米澤精密工業 1080002012282 ＣＮＣ旋盤とロボット導入による産業用ノズルの多種少量生産から半導体関連部品の量産化に向けた新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社地建 1080001009627 「バスケットボール×エンタメ！」独自のサービス展開で地域活性化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ビューティー岡本 4080101011686 「和」文化を特徴としたフォトスタジオに業態転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社セデコ 1080101008883 脱炭素時代を見据えた新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ファイブフォトスズキ 3080402010553 商業写真で培った技術を活かしてドローンも活用した動画映像事業への新分野展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 磐田市 有限会社兼子鉄工所 2080402019488 横型５軸制御マシニングセンタを活用した半導体製造装置の精密部品加工 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社Ａｖｅｌａ 9080401021934 「当地初」移動型エステティックサロンによる要介護者向けサービスの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社グットアップ 1100001026883 士業向け体験型ＷＥＢマーケティング教育事業に新分野展開 株式会社アークス

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社平岡工業所 5080002010976 極厚大型金属板の難加工に挑戦し、サイロ業界に進出する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 Ｋ－Ｓｔｙｌｅ 次世代型美容院で、ママの憩いの親子サロン 富士宮商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 東樺化成株式会社 8080001011428 プラスチックリサイクルビジネスから金属リサイクルへの転換 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 沼津市 ＤＥＬＴＡＲＩＮＧ　ＧＹＭ セルフＧＹＭへの新分野展開 平野　巧

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社グランツ 2080001018726 スポーツジム運営施設による遺伝子分析活用の美容、健康ドリンク・コワーキングスペース事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 ＫＡＷＡＮＥ抹茶株式会社 7080001020000 茶農家と茶工場連携だからこそできる！コロナ対応、規格外果実の加工販売 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 有限会社砂山商店 5080102007047 衣類の知識・生地の特性を活かしたお直し併設型コインランドリー事業 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アツミテック 5080401006195 フィリピン新規取引先向けマニュアルトランスミッション部品の拡販展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 菅尾工業株式会社 2080101004808 廃材を活用した環境配慮型ＤＩＹコンクリート製品の小売事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御前崎市 明工建設株式会社 1080401014788 建築技術を活用し、建設業界の人員不足を解消する派遣業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アップリメイク 6080002012526 見て触れて感じることのできるショールーム施設と柔軟な情報発信を行うための拠点開設 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社鈴木工芸所 9080401012982 表面保護処理技術の活用によるインクジェットプリントの合皮・ナイロン素材への応用及びサプライチェーンの再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社かくに鈴木茶園 7080002001404 老舗茶問屋の挑戦！お茶をベースとした新和風フレバリーティーの販路拡大 古林　国博

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ひなせい 9080001004356 後継者不在の木製品塗装に進出し、雛人形製造を始めとした静岡の地場産業を存続させる 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 三方原アグリ株式会社 6080401019709 江戸時代から「肥化学」を現代の発酵技術により廃棄物処理業に活用する新事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社福世オートサービス 8080002014710 ＥＶ／ＣＡＳＥ対応型モータースへの変革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社エクサ 6080401019576 地域資源を活用した食品加工業への転換、六次産業化への取り組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社ホンダエイト販売 6080001014060 オンライン商談を整備した新古車・中古車への本格参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 掛川市 ビバリー 旧車好きをターゲットにした、ビンテージトレーラーを使ったキャンピング施設の開業 掛川商工会議所

関東 静岡県 熱海市 株式会社さんふらわー 9080101014370 ＳＤＧｓに触れられるワーケーションアウトドア施設（仮称ＳＯＬＡＣＥの森） 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 エスティーム株式会社 9080101019808 業界の人手不足に備える！電気工事業からエンジニア育成事業への転換 藤巻　かな江
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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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

関東 静岡県 富士市 株式会社フォレスタ 5080101019877 事務所の固定電話をスマホアプリで発着信させるサービス事業 株式会社清水銀行


