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事業再構築補助金　第７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 結城郡八千代町 株式会社ハウスプラスラヴィ 5050001039128 「建築廃材×伝統工芸」で挑む天然木材照明等の製造販売事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 鍼灸接骨院ｉｗａｍｏｔｏ スポーツ診療の知見を活かした機能訓練特化型デイサービス事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 鈴木　裕介 茨城県食材を活用した「動くレストラン事業」への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 茨城県 守谷市 有限会社吉右ェ門 1050002036920 独自製法の魚介・肉類の西京漬けを新たな物販事業として立ち上げる 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 トラットリア　リョウゴク 最新シミュレーションゴルフを活用したレストラン型練習教室開校 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社日宣メディックス 1050001001917 地域ポータルサイトと動画を活用した新たなビジネスマッチングサービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 アスタック株式会社 6050001032057 遺産相続手続き・事業承継相談を行う警報機器販売会社の誕生 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城市 株式会社ネクスト 7050001032634 地域住民・地元企業・当社の「三方よし」を実現するパチンコ店併設コンビニエンスストア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 株式会社Ｔｓｕｋｕｂａ　Ｖｉｎｅｙａｒｄ 7050001045702 自社栽培の希少品種プチマンサンを活用した国産スパークリングワインによる「ハレの日需要」の獲得 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 有限会社東王観光 6050002011992 パチンコ業者が運行管理システムを構築し宅配業へ業種転換！ 土浦商工会議所

関東 茨城県 土浦市 株式会社システム空調 5050001013041 建物の省エネと災害から市民の命、生活を守るコンサルティング事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 合同会社アモーレ 1050003004059 レンコンパウダー・サプリメントのＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 クラブ　オクトベース ローカルミュージシャン向けレコーディングサービスとマネジメント 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＳＡＮＡＤＡ 9050001022245 神栖市のエッセンシャルワーク、原油タンククリーニング事業に参入 北村　亮太

関東 茨城県 龍ケ崎市 Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 髪・顔・身体を綺麗に生まれ変わらせるトータルサロン化のための脱毛事業の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社ボディー＆カンパニー 4050001037388 セルフケアで体のメンテナンスを行えるようになるストレッチ教室の開校 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 株式会社ハンドインハンド 6021001022315 脱毛やスキンケアできれいになりたいというすべての人々のニーズにこたえる、ＬＥＤビーム脱毛スキンケアサロン 税理士法人和敬会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ジャルダン 1050002001742 エクステリアデザインの全国販売及びＥＣ、店頭販売について ＪＰ．フォスター税理士法人

関東 茨城県 那珂郡東海村 カラオケ＆ＢＡＲ　ＲＥＴＲＯ 日立市発！「最先端の脱毛器」×「市場の優位性」でＶ字回復！！ 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社モッツバー 8010401068124 地元高級寿司店監修の海鮮丼事業への参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 茨城県 水戸市 有限会社宮本酒店 2050002003119 持続可能な酒販店をウェブ展開しコロナ禍で傷付いた地域経済を取り戻す 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ツカサオートサービス 4050002021762 地域初！次世代ゼロカーボンドライブライフをプロデュース 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ユミノ金属工業 6050001007141 半導体製造装置向け真空バルブ装置部品製造計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 アイガ電子工業株式会社 8050001022873 次世代半導体分野への参入に向けた社内技術高度化を図る再構築事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｊ＆Ｃ 7050001019821 太陽光発電設備の中間処理事業に進出し、大量廃棄問題を解決 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社ツルオカ 7050001032584 プラスチック資源循環に資する特許対応シュレッダーシステムの構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 廣瀬建材株式会社 4050001009692 生コン新レシピ開発による中距離新市場開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社ティアック 5050001029475 強みを活かした冷凍冷蔵倉庫業に取組み、顧客ニーズを満たす取組 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 行方市 株式会社ユニ・トラスト 8050001022691 地域の穀物物流基盤を支える営業倉庫業への新分野展開 鯉沼　和久

関東 茨城県 那珂市 有限会社オカテック 7050002006686 医療機器部品の品質管理体制構築と新分野への展開によるＶ字回復 株式会社フラッグシップ経営 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 龍ケ崎市 ＧＬ建設株式会社 7050001025745 グリーン建材専用の越境ＥＣサイトシステム開発による物流ＤＸ 株式会社キクチカラ

関東 茨城県 古河市 中央工業株式会社 6050001018741 植物由来樹脂を活用した事務用品分野の新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社タイヨウ・グローバル 2050001042407 ドッグランを中心とした愛犬家向け複合施設の運営 千葉　勇人

関東 茨城県 つくば市 株式会社東洋計測リサーチ 4050001015963 防災・減災社会の実現に向けた「社会インフラの検査装置製造」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 結城物産株式会社 3050001032712 結城から世界へ！次世代へ！！伝統をレジャーする未来館への挑戦 結城商工会議所

関東 茨城県 つくば市 ＤＪＡＮＧＯ 地産地消のヘルシーなブリトーを提供するキッチンカー事業の展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 株式会社今尽 7050001038821 パブからテイクアウトスイーツ店への転換 林　敦子

関東 茨城県 土浦市 有限会社関東作業用品販売 7050002011265 デザイン性の高い刺繍・プリントサービスで地域の人々に喜びを！！ 安藤　昌明

関東 茨城県 水戸市 株式会社テクモア 1050001008391 家電製造等業者による栗ペースト農産品加工事業への新分野展開 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワポーター 4050001036514 テーマある体験旅を提供する古民家宿「工藝の家」宿泊事業の展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社けしきや 6050001007629 日本初、希少観葉植物の全国移動販売車『Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ』全国行脚の旅に出発！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 鮨処　修 地元食材おいしさ発信プロジェクト。老舗鮨店が海鮮ひつまぶし専門店とハマグリのＥＣ販売により地元食材を最高の形で提供 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社風實 3050001033289 地産地消で地域活性化！キッチンカーを活用したテイクアウト事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社生空感 6050001029210 ２０５０年脱炭素社会の実現に向けたＺＥＨリノベーション事業への新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社平川モータース 9050001013979 最新鋭の整備ライン・完成検査ライン増設による次世代車整備の新規需要獲得 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 光プラスト株式会社 2050001028934 脱炭素に向けた紙器事業への事業転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ネクスト 9050001026832 自動車正規ディーラーの信頼と技術力を活かした美装業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 坂東市 大沼農園株式会社 4050001044277 個人顧客を対象とした二輪車等愛好家向けの観光農園施設の開設 丸山　達也

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社モルテックス 6050001007117 脱炭素化のＥＶ向けプレス金型へ、射出成型金型からの新分野展開 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 北茨城市 株式会社松野屋 3050001024296 自慢の海鮮を食卓に！新たな商品開発によるテイクアウト＋ＥＣ販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社中根工業 1050001035592 コロナ禍で変化する美容への意識に寄り添うエステサロンの出店 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダイムラ 1050001024587 おせっかいな結婚相談所事業進出による地域婚姻数上昇への貢献 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワカバハウス 8050001016231 最新型ＨＥＭＳ搭載の環境自動制御住宅でカーボンニュートラル実現に貢献 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 シンプルズ 柔軟化構造・体圧負荷分散型座位保持オフィスチェアの提供による新分野展開事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社菅原造花店 3050001025996 コロナ禍の中でも悔いなくお別れできる、地域初の少人数・低価格・高付加価値「お別れルーム」葬儀の新サービスを構築 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社但馬屋 4050002002093 水戸市いちばんの老舗。豆類小売事業から、環境配慮型のカフェ事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ウチダデンキ 5050001035317 地域密着型のインテリアのＥＣ販売事業展開による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 茨城県 ひたちなか市 ＳＴＡＲＲＹ　ＳＫＹ ママ起業家が集まるドッグラン＆コミュニティカフェの展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 結城市 株式会社ＡＬＬ　ＢＬＡＣＫ 6050001035893 焼うどん製造工場併設型飲食店事業を通じた新規販路構築事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社オールフィールズ 4050001038907 低温熟成によるクラフトビール高品質化とアルミ缶充填への変換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社富次郎 5050001039400 ラーメン事業のセントラルキッチン化と冷凍ラーメン販売事業 森　滋昭

関東 茨城県 猿島郡五霞町 有限会社森田加工所 5050002025143 下請け１００％からの脱却「自社オリジナル商品の製造販売」で、新規顧客層開拓・収益基盤を強化 税理士法人こうの会計

関東 茨城県 古河市 株式会社ＤＩＡＮＴ 3050001045391 水素のチカラ！最新の水素酸素カプセルでサラリーマンの健康増進！！ 齋藤　由宇

関東 茨城県 つくば市 カネヨシ商事株式会社 9050001015505 高齢者の何でも相談コミュニティ形成と土地建物の管理支援事業 なつみ総研株式会社

関東 茨城県 日立市 株式会社エスアンドエス 8050001033615 カフェ等事業者の焼肉店進出・新厨房設備導入等による新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 つくば市 有限会社モーハウス 3050002022720 全国初・女性の健康のための、見て触れて会話ができる「フェムテックカフェ」 株式会社足利銀行

関東 茨城県 古河市 Ｎａｔｕｒｌｉｇａ 日本の伝統文化『糠（ぬか）』を利用した酵素風呂で美しく健康に 向原　俊之

関東 茨城県 小美玉市 株式会社大枝製作所 6050001013115 ５軸複合加工機導入による高付加価値な金属加工事業への業態転換 株式会社やまと経営 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 茨城県 常総市 株式会社グリーンエース 1010601044105 常総市の農業をオリジナルヤンニョムキムチで元気にするプロジェクト 白川　淳一

関東 茨城県 水戸市 株式会社菊正塗装店 3050001000784 社会と人の不経済を塗装しリフォーム。やっぱり俺らの菊正塗装店！ 白川　淳一

関東 茨城県 つくば市 市松 環境配慮型冷暖房設備工事への挑戦で地球と住む人にやさしい住環境の実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社神峰精機 8050001023079 精密加工体制の強化による半導体製造装置用配管部品加工への進出 茨城県信用組合

関東 茨城県 水戸市 株式会社エイチ・エス・ケイ 3050001000512 最新美容脱毛器導入による顔脱毛サービス事業への新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 小美玉市 株式会社上田工業 7050001011290 ベンディング・油密溶接の融合による特殊車両部品製造への大胆な転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 有限会社津川製作所 4050002044771 新分野であるプラモデル部品の製造と新射出成形機導入による専用ラインの構築 株式会社足利銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 フォージテックカワベ株式会社 3050001028215 鍛造技術と切削加工技術を組み合わせた安価かつ高品質な精密ギア製造事業を目指す 立野　靖人

関東 茨城県 坂東市 株式会社ＰＪＭ 8050001043424 良質な使用済自動車をＡプレスにして電炉メーカー等に販売する 協同組合さいたま総合研究所

関東 茨城県 桜川市 株式会社海老澤工業所 9050001031865 自動化と量産能力向上による昇降機用新製品の生産と増産 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 筑西市 合同会社３１５ 6050003004665 ゴルフ×サロンを融合したミドル世代向け男女別エステサロンの新分野展開 下館商工会議所
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事業再構築補助金　第７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 土浦市 ニューシャルム ４０年にわたる喫茶店経営ノウハウを活用し、地元人気店ののれん分けにより、ラーメン事業へ進出します。 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 チルハウス ヘアカット～撮影まで一貫した対応が可能なフォトスタジオ進出 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社オーピーシートレーディング 3050001006641 カット野菜加工事業で培った強みを活かして野菜卸売事業を開始し、地元農産品の安定供給に貢献する！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 堀江自動車工業株式会社 1050001018531 先進安全自動車・電気自動車へ向けた低価格な即日完結立ち会い車検サービスの実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社雅ガーデニング 2060002031201 農家とともに築く自社ブランド青果の販売事業 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 有限会社協和テックス 3050002042925 新分野となる産業用ロボット分野の曲げ加工ニーズに対応する専用設備導入と技術確立 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 有限会社篠崎工務店 2050002042942 土木工事業の人・知見・機械を活用した地元産サツマイモ加工への新進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社坂場商店 2050001001057 穀物選別事業への進出による新分野展開型の事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社松原組 4050001023628 片付け・買取事業参入による自社経営改善と地域課題の解決 畠山　佳樹

関東 茨城県 下妻市 萩原製作所 切削加工の高度化により農業機械分野へ進出する大胆な事業展開 結城信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＡＩＳ 4380001019972 片付けから買取までワンストップで対応できる遺品整理・生前整理事業 アプリコット株式会社

関東 茨城県 日立市 益三建設株式会社 1050001023639 グリーン建材を活かしたＬＣＣＭ＋ＺＥＨ新築住宅・リノベーションの事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 株式会社さくらほーる 3050002044079 一棟貸タイプのオンライン対応完全貸切家族葬ホールへの業態転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社コーワ 4050001004768 既存事業の「納骨堂事業」を進化させるべく外注してきた製造部門を内製化する取組み 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社エーケー 4050001041729 電力供給安定化にも貢献する原子力発電所設備等の「金属及び非鉄金属部品の加工製造事業」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社根子左 3050001001997 教育ノウハウと高い左官技術を用いた左官工訓練校への新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 菊池測量登記事務所 茨城県北の農業に力を！スマート化支援サービスの展開 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 北茨城市 株式会社共祭 3050001051332 地域の商業を活性化するセレクトショップ型ワンストップ生花店 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社カーペインターズ 5050001050150 最新エーミングで整備業へ進出！自社鈑金塗装と自動制御装置整備の融合による攻めの営業体制の確立 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 結城市 株式会社プロキュア・ジャパン 4050001038857 医療機関と連携した２４時間メディカルフィットネスの開業 小野　孝二

関東 茨城県 つくば市 篠屋木材工業株式会社 3050001031747 茨城県建築業の一棟貸し切り型宿泊施設建設による宿泊業への参入 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 筑西市 エス・ケー・ワイマテリアル株式会社 9050001031361 既存ビルにも設置可能な耐震化設備装置機材製造への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 有限会社倉持商店 7050002019820 建築用アルミ樹脂複合パネルのリサイクル加工分野への進出による事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社Ｊｉｎ 2050001051382 待ちの集客から積極集客へ「地域密着型個別機能訓練デイサービス」の参入と事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 筑西市 有限会社たちかわ 9050002042218 最新設備の導入・工場改修工事による生菓子卸販売への業態転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社鍋山通商 5050001014931 スポーツ施設利用者をターゲットとしたカフェ・デリバリー事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社牧ノ原 9050001005332 次世代オンライン対応型の放課後児童クラブ開設による新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社丸精 2050001039304 強みを活かして大口径ねじ製造事業に進出し事業再構築を図る取組み 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 稲敷郡美浦村 佳偉商事合同会社 3050003002952 鉄スクラップ卸売業の強みを生かし解体業への業態転換。 高松　佑

関東 茨城県 水戸市 有限会社トーア乳業 4050002002250 従来のどら焼き製造から、冷凍食品事業への進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社大東工業所 3050001023348 外注対応している板厚の加工を自社加工する取組み 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社ワンプラスワン 8010401092660 ラーメンのイートイン／テイクアウトで２軸体制の飲食店に進化 株式会社クロスタウン

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 5050001033733 地元農家と一体となって取り組む茨城の名産「干し芋」の製造販売 株式会社足利銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社アシスト 6050001035803 共働き美容師が安心して働ける環境作りに貢献！キッズプリスクール 小林　孝至

関東 茨城県 水戸市 株式会社律 3050001037356 水戸を国際観光都市へ。おもてなしの鉄板焼き・カレーで華麗に変身！ 白川　淳一

関東 茨城県 結城市 有限会社福田自動車工業 2050002044930 新技術！特殊塗料による「自動車を長く使う」ＳＤＧｓな新塗装サービス 税理士法人ＡＳＣ

関東 茨城県 水戸市 ソワン　ド　フォルム 「内側からも外側からも両面アプローチ「茨城の美のテーマパークへ」 水戸信用金庫

関東 茨城県 行方市 ブランシュ エステ・脱毛サロンの新店舗開業計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 水戸市 新和コンクリート工業株式会社 3050001001353 建設業の課題に挑戦！！即時脱型製法から流動コンクリート流込製法による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｄ 8050001039686 地域雇用や地域企業と共に創り出す共生社会を目指したベーカリーカフェ事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 下妻市 下妻植木センター株式会社 7050001040579 植物への知見を活かした複合施設の開業と園芸市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社美徳工業 8050002006074 次世代システム吊り足場及びドローンを利用した橋梁足場事業への進出 窪　孝史

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社瀧商 4050001026671 リースアップした中古バイクを商材とした、低価格新聞配達バイクの販売・整備事業展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社Ｗ＆Ｌユニオン 5050001036983 新設備導入による消毒用アルコール販売事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 新和工業有限会社 2050002027729 鋼材加工内製化による、各社建設機械部品の一貫製作への新事業展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社プラスワン 8050001044835 板金塗装技術と販路を活用したキッチンカー製作による売上Ｖ字回復 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 行方市 株式会社タキサキトラックセールス 1050001038505 運送会社特化型の荷台ボディの改造架装・修理の事業の立ち上げ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社茅根組 1050001034603 次世代足場設備の導入による大型物件市場への新規参入事業 牛腸　真司

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社しんこう 1050001014869 新時代のお葬式スタイル！少人数・低価格の「リビング葬」と地域初の「ペット葬」へ参入 結城信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社小出製作所 1050001015594 大型製品の梱包に挑戦！～新たに取り組む出荷用梱包事業～ 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社デンタルアート 8050001035487 チタン歯の需要増加を捉えた歯科材料メーカーへの業種転換 アイアンドアイ株式会社

関東 茨城県 ひたちなか市 永井農芸センター 伝統１００年の干し芋製造方法を活用した、１００％オーガニックのサツマイモチップスによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 茨城県 下妻市 株式会社ウチダ 9050001013277 「県内初！デジタル技術を駆使した省人化・非接触型リゾートグランピング宿泊事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 高萩市 株式会社高萩サービスセンター 2050001024025 エンジン部品及びミッション関連部品からＥＶ用大型モーター用部品市場への参入 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 水戸市 株式会社要建設 9050001002370 常陸秋そばの製造及び飲食、宿泊、観光、建設等の複合事業による地方創生事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社石川製作所 9050001029991 高速・高精度加工技術の新導入による掘削機向け部品製造 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 坂東市 生子青果株式会社 6050001014022 冷蔵倉庫建立とＥＣサイト立ち上げによる事業再構築 飯田　保夫

関東 茨城県 守谷市 有限会社のびのび 8050002041682 ポストコロナを見据えたオンライン英会話レッスンの開講 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鉾田市 旭川らぁめん　としまる 遊休農地を活用した生産から販売の一貫体制による経営基盤強化 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 アズベータ株式会社 9050001047531 高濃度オゾン水生成装置の開発による新業種製造事業への本格進出事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 株式会社堀石材工業 5050001008529 石材メーカーの強みを活かしたグランピング施設併用型オートキャンプ場 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ハース 9050001005621 住宅工事業の強みを活かし、空き家リノベと人材育成で地域に貢献！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 つくば万博歯科 コロナ禍の歯科医院を救え！歯科医特化のオンラインマッチングサービス！ Ａ２Ａリンク株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社一品 8050001000417 茨城のもぎたて採りたて、野菜果物サブスク宅配サービス 水戸商工会議所

関東 茨城県 常総市 有限会社大宇産業 4020002105353 成形機の新規導入による再生ゴミ袋製造への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社松下組 2060002030070 社会問題化している廃屋の解体事業に進出し、社会貢献する事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 小山市 有限会社川崎制御設計 1060002030113 協働ロボット販売で新分野展開し、生産性向上に貢献する事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社クボ 5060001026018 セルフ式ホームケアとプロによる施術のハイブリッド型エステサロンの開設 池村　尚弘

関東 栃木県 鹿沼市 ベリーズファン いちご栽培事業における廃棄いちご（フードロス）の有効活用 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 日光市 有限会社廣田建興 9060002016195 高難易度の住宅密集地帯における木造解体業への挑戦！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社那須野物産 4060002022537 ジェラートを中心とした地元産×食品ロス削減の自社製造商品開発 魚谷　康行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社セイベープランサービス 9060002005231 居酒屋がアウトドア需要に応じて精肉加工業に進出！ 惠美須丈史

関東 栃木県 日光市 日本文化伝承株式会社 9060001008961 中国縫製依存から自社縫製回帰、輸出用着物を製造し海外市場へ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 オリオンコンピュータ株式会社 1060001001081 自社の強みを活かした技能実習生向け入国後講習事業による再構築！ 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社めおとや 8060003002559 米穀卸売業からの脱却！　サツマイモの６次化商品による事業再建 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社リバテック 2060001004769 廃業ホテルを再生し、ワ―ケーション可能なビジネスホテル運営へ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 栃木市 ｐｌｕｍｅ 植物で癒しと輝きをつくりだす女性の美をサポートする事業 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＴＣＨ 5060001022058 オンラインでも提供可能な腕時計を取り扱うＥＣ事業への業種転換 井上大輔

関東 栃木県 真岡市 株式会社Ｇａｒａｇｅ　ＫＩ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ． 9060001028662 ラーメン店とちょい飲みとの二毛作によるコロナに負けない経営体質の構築 惠美須丈史
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関東 栃木県 栃木市 株式会社前橋会計事務所 1060001016253 会計とクリエイティブ事業の融合によるマーケティングＭＡＳ業務の新展開 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 四季彩百花ひと色 パフェ容器に美しく盛り付けた和食丼のデリバリー事業・ＥＣ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 栃木県 小山市 株式会社信和工業 9060001014844 工程自動化と加工能力拡大による高断熱建具製造への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 小山市 有限会社齋藤製作所 9060002028471 「半導体・情報通信産業」及び「水素・燃料アンモニア産業」参入によるグリーン成長戦略の実現 小山商工会議所

関東 栃木県 さくら市 ゼビオプラスト株式会社 7060001006050 再生プラスチックの成形材料製造による資源循環型関連産業への進出 東　健司

関東 栃木県 大田原市 有限会社荒喜家 1060002025047 コロナ禍で不振の割烹料理店から居酒屋への事業転換 上邑　芳和

関東 栃木県 栃木市 株式会社渡辺工業 1060001017391 住宅デザインの高度化に応える長尺板金部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社クリーンｅｃｏ 5060002031132 地元自治体から信頼の厚い一般廃棄物処理業者が空き家問題解決に挑戦 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社三山産業 3060001010650 厳しい建材環境に打ち勝つ自社オリジナル環境配慮型「ＳＤＧｓオレフィン化粧板」量産体制の確立と競争力の強化 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 栃木市 株式会社サカエ工業 8060001016759 コロナ禍においても需要が増加している工事現場の安全保安用品への展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＬＩＮＫ 6060001031256 テイクアウト需要を見込んだ餃子屋 税理士法人ＧＮｓ

関東 栃木県 足利市 ザ・カンパニー株式会社 4060001022158 既存事業のメニューを活かしたコロナ禍に強いホルモン焼肉事業への転換 増田　考邦

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社グルメコンガーズ 3060001025590 地元農産物を活用した新商品『カップ飯・カップ惣菜』での新分野展開 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 栃木市 有限会社小松製作所 5060002031941 産業用クラッチ向け精密金属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 栃木県 宇都宮市 Ｈ＆ＴＯＭＡＳ株式会社 8060001026931 進化するカレー！レトルトと冷凍で開発＆製造＆販売＆地域貢献 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ビストロ　スリール フランス料理の技術と魂を込めました～フレンチシェフの転身物語 小峰　俊雄

関東 栃木県 佐野市 有限会社共和金型産業 6060002038911 コロナ禍により更に人気が高まる釣り用具製品への新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 栃木市 株式会社東栄製作所 2060001016946 １ｍｍ単位の精度を求められる主力部品を内製化する業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社ゴールデンアーク 5060001012538 冷凍ピッツァの新規販売施策実行による売上向上計画 芹田　弦

関東 栃木県 佐野市 有限会社和興縫製 3060002039664 オフィスチェアカバー等の製造技術を活かし、医療福祉製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 ｔｏｍｏｎｉロジスティクス株式会社 7060001027732 高付加価値商品強化のためのベトナムへの一般用医薬品の輸出販売 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社伸生設備工業 9060001029520 大型犬も入れる貸切ドッグランとドッグカフェによる再構築計画 那須信用組合

関東 栃木県 宇都宮市 杜若 地元企業のワーカーを支える「お弁当・お惣菜販売事業」の展開		 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 丸田商事株式会社 1060001004233 栃木県下の靴業界を支える１００年企業の新たな挑戦！スポーツアパレル分野での地元貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社哲進 8060002039263 再生材を活用したテレワーク用家具部品製造への新展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 大田原市 那須土木株式会社 2060001012879 ＩＣＴ建設現場における生産性向上や品質確保のＤＸ体制を図る 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 合同会社ＨＲＣ 5060003003576 「コロナ禍に強いテイクアウト・デリバリー・通販・無人販売業」への挑戦 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社カインドテック 7060001026461 業界で異例の大手建材商社から直接仕入れを実現し、栃木県の建設業界の資材不足・物価高騰の解決に貢献する建材商社を開始！ 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 敬友自動車株式会社 1060001007566 ｅスポーツイベント用の自立給電式エアストリームトレーラーレンタル事業 株式会社フォーバル

関東 栃木県 小山市 株式会社ヤブシタ 2060001014669 地域飲食店を、強く元気にする、実践スクールの開設 小山商工会議所

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社花むすび 6060001029151 自動販売機を活用した無人小売販売を行う新事業の立ち上げ 吉田　博人

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社縁 8060001026741 キッチンカーの導入による新商品直売分野への展開事業 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社中川自動車 4060001003331 日本の社会生活を支える「環境車両」の車検・修理のワンストップ内製化、環境車両の整備強化と稼働向上による社会貢献の実現 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 芳賀郡益子町 バー零式 地域密着型バーによる益子焼製造販売事業 蓮實　光博

関東 栃木県 佐野市 株式会社勅使川原精麦所 9060001020801 オートミール専用生産ラインの完全自動化と業界初バラエティ商品開発による自社ブランド商品の普及拡大 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 有限会社中野酒店 6060002017493 地域コミュニティのハブ（拠点）となる「シュミレーションゴルフ＆スポーツバー」の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 菓子舗わだ 和菓子屋が創る日光の新名物”きぬわのみそ”の販路拡大 税理士法人平野会計事務所

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社瀬尾化工 3060001008265 大型合成樹脂加工による先端産業・ＳＤＧｓ市場への挑戦！ 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ララ・ドリーム 3060002009741 シナジー効果抜群！新たなビジネスモデルはオーガニックショップ事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社大沼フレーム工業所 9060002035682 「半導体・情報通信産業及び耐震架台業界」参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社オオムロオート 2060002014759 自動車整備工場からバイク販売開始による再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社トチバン 7060001016487 切削と放電加工を組み合わせた新技術で、ＥＶ自動車用部品市場へ進出 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社アヤラ産業 5060001008164 アルミ加工技術の習得による協働ロボットシステムの生産体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 日光市 平家湯波有限会社 6060002016355 湯葉製造会社にしかできないクッキー・スイーツ製造・販売への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 矢板市 株式会社小堀建設 7060001013352 小堀ブランドを生かした良質な規格住宅市場への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｈｏｕｓｅ 4060001029970 国内初の無分別廃プラ再資源化技術ｐｂ５３０による廃プラ再資源事業 株式会社エフアンドエム

関東 栃木県 栃木市 株式会社ネオ・ナチュール 1060001022425 産業廃棄物の「自社破砕」処理業務への新規参入 りそな総合研究所株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 豊友工業株式会社 5060001030028 需要が拡大している鉱山機械の部品製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社モアメーム 2060001032340 運動と併用して飲むコールドプレスジュースの移動販売 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社富次郎 1060002013472 四国初出店！たこ焼き屋が挑む！唐揚げ専門店「がブリチキン」で再構築！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社ステップアップ 6060002039158 足場の特許安全機材を製造機械導入による製造メーカーの経営 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須郡那珂川町 株式会社ケーアイシー 8060001008161 豊富な成形実績による信頼をもとに家庭用品への新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社冨士屋旅館 1060002023769 コロナがもたらした非接触型の新様式施設！北関東初、ニューノーマル富裕層向け貸別荘事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 ヘイコーパツク株式会社 2060001009727 環境問題を背景に「脱プラ」深耕による食品一次包装のフィルムから紙への代替が加速する食品分野へ新規参入で事業再構築に挑戦 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 有限会社サンクリエイト 5060002018609 路線バス向け部品製造から、半導体製造装置向け部品製造への事業再構築 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 小山市 有限会社落合製作所 2060002028098 新分野である空気圧・半導体製造装置部品製造に向けた設備導入と競争力強化 栃木信用金庫

関東 栃木県 日光市 合同会社なごみ 2060003000477 地域の高齢者の暮らしと健康を守る配食事業への展開 大垣　博昭

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社吉成印刷 9060002014315 地元栃木県産木材を活用した工作キットの販売拡大による事業再構築 烏山信用金庫

関東 栃木県 日光市 株式会社ひやま 5060001030853 日光市鬼怒川の魅力に深く触れる「オーベルジュひやま」のマイクロツーリズム（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社プロファイン 3060002010690 地域初！ＡＳＶと水性塗装車にも対応したトータルサービスの展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ケンマックデザイン 1060001026442 オートバイの電動（ＥＶ）化によりオートバイのライフサイクル全体のカーボンニュートラル化を目指す 税理士法人児玉税経

関東 栃木県 下都賀郡野木町 ＭＡＶＥＲＩＣＫ株式会社 7060001025983 最先端水性塗料を使った新たな塗装サービスの実現 足利小山信用金庫

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 株式会社関工舎 3060001009973 茂木町の町有林を活用したトレーラーハウス製造事業！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 佐野市 株式会社波里 9060001020545 製造工場を革新し、高利益体質へ！世界標準品質の米粉で業態転換 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社パシフィック 3060001009420 国家資格制度対応のドローンスクール開校とスマート農業受託サービスの展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社ヤマダ 1060002037645 ＯＡ機器部品加工部品などの薄板精密板金加工から半導体・建設機械などの厚板加工への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社エヌ．イー．エス 2060001005940 医療のＩоＴ化に貢献する超精細な医療用映像機器向け基板製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 栃木市 有限会社大宮精工 1060002031763 精密金型部品製造から機械刃物製造に転換する再構築事業 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社パーヒ 6060001029110 アウトドアグッズを中心に共同購入プラットフォームを構築 惠美須丈史

関東 栃木県 佐野市 栃誠工機株式会社 5060001020904 高精度加工技術等を活かしたＥＶ用部品生産による新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ダイワ紙器 6060001012405 打抜機導入で電子部品梱包材製造に展開することによる事業再構築 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 クーリルージュ 自家製生ハムおよびサラミの製造販売による事業再構築 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 大田原市 マナーハウス有限会社 5060002027502 ワーケーションの促進！ヨーロッパを感じるレンタルオフィスによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社アイティーパック 4060002000559 リフォーム・インテリア建材向け梱包段ボール箱の小量多品種生産 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 大田原市 株式会社山形屋 1060001013176 リバースエンジニアリングツールによる設計力改善で事業拡大 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 栃木県 宇都宮市 株式会社足場やビッグ 1060001024702 事業基盤をより強固に！ブラストマシン導入による足場材の洗浄事業を展開！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 真岡市 鬼怒パッケージ株式会社 2060001009289 海外出荷製品向け梱包材への新分野展開 株式会社大三経営事務所

関東 栃木県 日光市 日光ホテルズ株式会社 8060001008632 地域の社会課題を解決する「フードコート事業」の新規展開計画 岡本　貴志

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ＵＩ志援コンサルティング 8060001012428 経営コンサルティング会社が駅前開発でローカルディベロッパーへ転身！ 株式会社栃木銀行
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関東 栃木県 宇都宮市 株式会社テクノマイスター 1060001005751 「脱・切削」事業の新規展開による製品品質と売上高拡大 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ササキ 4060001010880 ＤＸ製造戦略で特許技術を活用したドライバークラブの海外市場展開への挑戦 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 さくら市 株式会社Ｎｏｖａ　Ｅｒａ　Ｌｉｎｅ 3060001032059 「農産物集荷から消費者向け加工食品販売」を貫く新部門の構築事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 栃木市 株式会社正和 4060001016390 強みを活かした医療・ＩＴ分野向けプラスチック加工部品の生産体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ディグワークス 7060001025810 コーヒー＆ジェラートのテイクアウト専門店出店による事業再構築 東　健司

関東 栃木県 鹿沼市 三宝製菓株式会社 2060001010874 お土産需要の減少を打破	！！リパック事業でＶ字回復！！ 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社石原精工 8060002021576 アルミ形材加工とデジタル技術の融合！アルミニウム筐体部品市場進出！ 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 さくら市 株式会社とわりん 2060001022473 スタッフ力を結集した新分野展開！個室ニーズを捉えた革新的な飲食業に挑戦！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社新栄精機 8060002014373 精密マシニングセンタ導入による、ＥＶ事業への進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ＮＥテック 6060002021636 部品加工に特化してきた当社が、金型製造という全く異なるものづくりに挑戦する再構築事業 鹿沼相互信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 栃木県 鹿沼市 アンリロ 和風スイーツに特化した新店舗展開で新規顧客・販路開拓に挑む 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社温情らんど 2060001034915 地方駅のプチ・ランドマークとなる駅ナカのコミュニティー型デリカフェの新規出店 足利小山信用金庫

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 有限会社佐藤肥料店 1060002012945 社会問題を解決し、愛犬家の聖地となる全天候型室内ドッグラン 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社栄久食品 3060002001797 新設備導入による収益性Ｖ字回復、再構築・販路拡大事業 櫛田　祐一

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社生晃 4060001010476 キッチンの生産に特化してきた当社がその他の住設生産に取り組む再構築事業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社柳沼ボデー工場 8060002009126 長期永続使用可能な耐腐食性、家畜運搬車の製造 友野　行晴

関東 栃木県 足利市 株式会社田部井製作所 5060001018865 特殊車両向けプレス部品の製作～量産体制の確立 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ケイズブレイン 6060002008765 断熱材被覆工事で培った設計力等のノウハウを生かし、ダクト製造分野事業への挑戦！ 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社シオン機械 7060001023500 一貫加工実現による医療機器分野への新規参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 赤沢温泉株式会社 7060001026619 塩原温泉の空き家を、地域猫と触れ合えたり、菜園を使える貸別荘にして賑わいを取り戻す 大和田　智則

関東 群馬県 館林市 オリオンエンヂニアリング株式会社 5070001031727 ＹｏｕＴｕｂｅで人気のバイク整備士によるバイク修理専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 高崎市 株式会社ジェスト・インターナショナル 3070001009007 冷凍餃子のオンライン販売事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 齊藤商店 アウトドア用品が体験購入できるゲストハウスの経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 伊勢崎市 ホームステージングＴＯＫＩＯ オリジナル小物を活かしたホームステージングによる物件価値の最大化 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社レゴリス 9070001025741 地域飲食店応援プロジェクト～地域一番ラーメン店とコンサルティング 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 群馬県 前橋市 有限会社城東ミート 8070002002823 量販向け精肉製品による事業再構築 原澤　秀樹

関東 群馬県 館林市 石井精肉店 １０５周年の老舗の味を守るリブランディング 薄井　保男

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 カーサービスヨシダ 生徒が気軽に相談できる個別指導学習塾の開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社ここはな 5070001024342 大学生向けサブスク型「カーシェア」で新しいビジネスモデルに挑戦 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社モハラテクニカ 9070001008597 グリーン成長戦略に貢献する半導体・情報通信産業への本格参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 武藏工業有限会社 7070002019868 「半導体・情報通信産業」及び「食品・農林水産業」参入によるグリーン成長戦略への貢献 アイオー信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社大明 8070001013524 グリーン成長戦略を背景に拡大するＥＶ充電インフラ市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社浜岡製作所 7070002019570 難材の自動加工ラインによるＥＶ車エアコンシステム部品事業の開始 株式会社群馬銀行 株式会社アマダリース

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社エヌシー・テック 4070001020540 板金加工からグリーン成長分野である半導体関連装置の部品製造へ新分野展開 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社ユナイテット工業 8070002036961 ステンレス・アルミの切断加工技術の獲得によるＥＶトラック業界への進出 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 三幸機械株式会社 2070001006979 ＥＶ車バッテリーケース用金型部品の量産に向けたマシニングセンター２種導入 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 前橋市 相模屋食料株式会社 5070001001366 脱化石資源社会の実現に向けたおからバイオプロジェクト 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 牧野酒造株式会社 3070001008371 クラフトジン製造・販売事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 前橋精密工業株式会社 2070001018165 航空機産業のカーボンニュートラル実現に貢献する革新的航空機軽量化技術の開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社月夜野ファーム 8070002035930 スプーン一杯で世界を変える。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーティークリエイト 9070002014669 自動車産業ＥＶ化に伴う一貫生産体制の構築に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 グリーンインフラに繋がる超大型鋼板製受圧板の開発と量産 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ティーエムケイ 6070001033177 拡大する化粧品の外注の需要に応え、高い管理能力と衛生環境を活かした充填から梱包までの一気通貫した事業体制の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 群馬県 太田市 株式会社ワイエスディー 6070001027575 コロナ禍でも需要増となっているキャンプ・災害用ライトの開発・製造 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬中央ドライ 2070001000973 ネット宅配クリーニングと保管事業への参入 しののめ信用金庫

関東 群馬県 佐波郡玉村町 エヌピー化成株式会社 4070001014170 着色技術の強みで世界的なＥＶ普及の波に乗りＶ字回復を目指す事業 石村飛鷹

関東 群馬県 邑楽郡板倉町 株式会社山幸 1070001022036 耐久性のあるメタノール型燃料電池のパッケージ開発 館林商工会議所

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社巴屋 6070002036658 草津温泉ブランド向上および地域活性化に貢献するカプセルトイ事業への進出 尾﨑　素之

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社岩田養鶏場 6070002027087 鶏糞で作る中小農家のための安心安全の有機肥料づくり 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社アルファプラン 2070001000222 地域住民とお取引先の健康を支えるパーソナル＆フィットネスジムの事業再構築 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 かつどんなかや 対面販売に依存しない販路獲得のための冷凍食品製造販売事業 前橋商工会議所

関東 群馬県 前橋市 有限会社食菜工房ずいえん 3070002006218 飲茶をメインとした冷凍中華に挑戦！品質を維持し日持ちの実現 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社文化店舗 3070001035416 店舗デザイン会社がプロデュースする五感全てで感じる高崎リアルサロン 小林　潤

関東 群馬県 前橋市 株式会社まるだい 6070002005126 老舗の味を活かした常温長期保存豆腐の製造販売開始による新分野展開 税理士法人こうの会計

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社Ｋ．ＳＳ 8070001031666 ～「未病への挑戦」～ＮＭＮサプリメント市場への参入 アプリコット株式会社

関東 群馬県 藤岡市 有限会社オーキッドハウス 3070002018106 子供向け脱毛・次世代ハーブピーリングを行うエステサロンをオープンし地域産業のイノベーションに貢献 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 國壽鍛刀場 地域発「伝統工芸刀鍛冶職人」が実演・展示ギャラリーの開設に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 門倉テクノ株式会社 9070001004654 温湿度自動制御技術と太陽光発電を活用した新たな岩盤浴運営モデルの構築で脱炭素社会の実現に貢献！ しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 小島精工株式会社 6070001009425 デジタル主体生産体制確立でのユーザニーズ対応による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 佐波郡玉村町 飯玉屋 焼きまんじゅう店から惣菜・スイーツへの新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 有限会社濱水製作所 6070002016544 新分野「スマートデバイス」事業参入に向けた製造プロセス刷新による精密プラスチック成形品の供給 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社メイビ 3070001028989 日本から世界へ！老若男女に愛される化粧品製造販売へのチャレンジ 株式会社関西みらい銀行

関東 群馬県 桐生市 伊田繊維株式会社 3070001015608 作務衣の魅力を伝え続ける熟練職人がこだわりの伝統織物から作るオーダーメイド洋服 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社石原自動車ボデー 8070002008721 国指定工場化によるワンストップ車検と地域初のＡＳＶ・農業用車両の先進整備への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 群馬県 前橋市 株式会社石垣 8070001000258 マルチ性能の加工機導入による建具・什器・家具生産体制の刷新計画			 株式会社東和銀行

関東 群馬県 多野郡神流町 まるはち 明治時代の郵便局をリノベーションしたレンタルスペース事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 やきべえ 豊富な経験と技術を生かした冷凍商品製造と新たな販売方法の展開 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡片品村 大都開発株式会社 5070001023617 スキー場と同じようにマウンテンバイクでも初心者から楽しめるコースを展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 新井産業有限会社 6070002022567 群馬県・繭と生糸は日本一！織物整理業からシルク入りジェラートの開発へ。 桐生商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 いせさきメモリアル株式会社 8070001013549 地元老舗懐石料理の改装で少人数・低価格の地域初「和風邸宅葬オール」出店 あかぎ信用組合

関東 群馬県 前橋市 株式会社測設 4070001001870 最新３次元測量の技術体制を再構築し、売上減からのＶ字回復を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 ブレイブファイトクラブ トレーニングジムから「教育＋介護予防」事業への事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 有限会社アサヒ金型 3070002034251 モーターコア部品試作と金型製作による量産化支援までの包括対応 北浜グローバル経営株式会社 ＪＡ三井リース株式会社

関東 群馬県 太田市 有限会社今井製作所 5070002032971 スチール製ＩＢＣ折りたたみコンテナ用管理拠点の設立 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社横田調査設計 2070001008694 レーザーＵＶＡ等の三次元技術を習得しＤＸ測量設計体制を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社地測設計 6070001002082 ３次元測量に対応した新体制を確立した再構築を取り組みを行う 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ホワイトイン高崎 2070003003446 生産者とお客様をつなぐ「アンテナ」としてのレストラン開業 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社Ｍ・Ｌコーポレーション 1070001028685 最先端技術を用いたポストコロナ対応のゴルフシミュレーション場の開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 浅間酒造株式会社 8070001023647 観光地の酒蔵ならではの高付加価値ブランド商品の開発と海外新市場進出 株式会社東和銀行
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関東 群馬県 高崎市 株式会社ＧＲＥＥ 2070001029237 県産ブランド肉・こだわりダレを主力とした冷凍冷蔵食品製造と販売で新ビジネスモデル構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 ＴＡＫＥＺＯ株式会社 2070001037314 販売チャンネルの多角化と機械化の推進 奥村　公則

関東 群馬県 高崎市 株式会社リョーチ 8070001007369 最新式グリーンレーザー測量に対応した技術を習得し再構築の取り組みを図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 三栄実業株式会社 6070001022923 木材加工のコア技術を活用して、集中化戦略から多角化戦略への転換 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 ライフインフーズ株式会社 9070001013829 カット野菜分野へ進出し、利用者に温かな家庭料理を提供します コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 花味屋 大衆食堂から葬儀屋を主とした仕出し弁当事業への新分野展開 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社ジョーシン・シャックス 6070001007098 中古高所作業車に特化した中古車販売事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 東亜生コンクリート株式会社 9070001023150 資源の枯渇に着目したサーキュラーエコノミーの構築とコンクリートリサイクル及び処理の高度化事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社タヒラ 2070001007696 半導体製造装置部品の超精密加工開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 群馬県 太田市 有限会社武内工業所 4070002029886 建設廃棄物等の再資源化に貢献する新たな分野への展開に向けた厚板加工の内製化計画 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 群馬県 太田市 ワシントンモーターズ株式会社 6070001020349 タイヤ保管・管理、エーミング（特定整備）サービスへの新規参入 桐生信用金庫

関東 群馬県 富岡市 株式会社Ｈ・ａｃｃａ　ｃｏｍｐａｎｙ 4070001037592 レストランからジェラート製造販売・卸事業に転換し事業再構築を行う 富岡商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社高堰組 5070001028450 群馬県内の橋梁を救え！安全性が高いＴＯＢＩＳＬＩＤＥを用いた自社一貫体制による橋梁足場の組立計画 株式会社足利銀行

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 Ｂａｃｏｎ 燻製肉製造に係るコンサルタント事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 ティーズカンパニー株式会社 3070001030037 金型、プラスチック加工の強みを活かした金型洗浄への新分野展開 群馬県信用組合

関東 群馬県 藤岡市 有限会社金沢石油店 4070002017932 地域社会に不可欠なガソリンスタンドの強みを活かす新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社齋藤組 8070002021906 橋梁等吊り足設置工事事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社冨永調査事務所 2070001007853 ドローンや３次元レーザースキャナー等のＩＣＴ技術を活用した点検・計測・調査事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社三光製作所 8070002020412 飲食店設備から医薬品関連機器部品製造業への進出と業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 桐生市 有限会社ＯＯＹＡ－ｍ 4070002025539 プラスチックモデル向け金型を高品質・効率的生産で実現する新分野展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社リッキー 3070001015376 畑の食品ロスを削減！生産農家を救う地元食材の急速冷凍加工販売 福田　秀幸

関東 群馬県 前橋市 小池　法幸 老舗弁当屋が仕掛ける「冷凍シュウマイ」の自動販売機で企業再生 及川　愛

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＵＴＥＣ 1070001028388 精密機器の洗浄装置の解体・撤去・搬送工事の一貫受注体制の構築 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社みらい 2070001032224 フトン洗い特化のコインランドリー兼洗濯代行ＦＣに加入し新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 群馬県 館林市 ｔｈｅ　ｇｒｏｖｅ　ｃａｆｅ 地域資源を活かしたドッグランカフェへの業態転換によるコロナ禍耐性強化事業 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 新田製パン有限会社 2070002030417 個人向け半焼成冷凍パンの開発・販売に挑戦　新規顧客を獲得！ 株式会社シャイン総研

関東 群馬県 安中市 株式会社ハイパークリエーションアルファ 2070001029848 空き家をリノベーション　ＩｏＴ技術とウェブプロモーションで　旅館業への新規参入 群馬県信用組合

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社安齋商店 4070001023659 蔵を活用したコイン式セルフバーの新分野展開で売上の拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社やぐら 5070002036907 新名所の集客力を活かすテイクアウト併設の唐揚げ専門店の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社大嶌組 5070002036238 ワーケーションニーズに応えるＩＯＴを活用した完全非対面型一棟貸し宿事業 小山　武仁

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社エスアールケイ 5070001024045 四万のランチ難民を救い、日帰り需要拡大へ繋げる蕎麦店の開店 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 ソニック株式会社 5070001019565 総合印刷会社の挑戦！ウィズコロナにおける新たな戦略 桐生信用金庫

関東 群馬県 渋川市 東洋化工株式会社 5070001017809 難成形プラスチック製品の生産性向上による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社優美苑湯浅商事 8070002012590 学童、小学生対象の塾事業に新分野展開して事業再構築します！ 高崎商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社スタイル 4070002020795 地域包括ケアの一翼を担う在宅医療に特化した訪問調剤薬局事業 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社ＴｏｔａｌＳｉｍ　Ｊａｐａｎ 5070001030638 ＣＦＤコンサルティング業者がクラウドＣＦＤ事業の新分野展開！ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ＴＭＴグループ 6070001036601 鳥獣捕獲業界初！鳥獣捕獲管理支援システムの販売を実現し業界の生産性向上に貢献 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社アスナロペイント 5070002013278 地元密着のコインランドリー＆洗濯代行業で地域貢献と雇用創出を目指す 高崎信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ＡＩＣホールディングス 5070001020837 韓国風屋台「ポチャ」を中心とした韓国総合ショップ開店計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬清風園 1070001000925 Ｗｉｔｈコロナ時代における、地産地消型ボタニカルカフェの創出 早瀬　達

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 反商 業態転換による新たなサービス構築で地域・利用者・当社の三方良し 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社オーエーサイン 7070001026840 中食・内食需要を捉えた自動販売機ステーションの開設 株式会社栃木銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社邦和 6070001016545 ＥＶ車軽量化・普及を後押しする「ＥＶ車フレーム製造用超ハイテン材プレス金型製造」 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 群馬県 安中市 合同会社ＤＡＮＤ－Ｙ　ＬＩＦＥ 8070003002938 居酒屋が６次産業化、コロナ禍でも人気の干し芋加工へ事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生住宅設備 9070001017284 来るべき建造物解体ラッシュ備え解体工事業への参入 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＤＳ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ 8070001029735 ベトナム文化をもっと日本に！人気ベトナム食品の輸入販売卸事業 水谷　弘隆

関東 群馬県 太田市 株式会社永德 6070001018772 段ボール製造で培ったノウハウを生かし、什器／展示会用ブース・大きな段ボール製作への挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ヤマザキテクノ 4070001020854 半導体生産用研磨部品の内製化を図り高品質化と納期短縮を実現する 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 ＴＨ株式会社 9070001026021 ＳＤＧｓと自動車リサイクルにＤＸをもたらす自動車解体業 太田商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社下田設計 5070001013444 デザインの力でより暮らしやすい住環境を導く新分野展開 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 富岡市 有限会社ガレージフューチャー 2070002016143 環境・人体・お財布に優しい水性塗料を用いた３種類の特殊塗装サービスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 群馬県 太田市 株式会社ユー・エス・テクノロジー，ファーイースト 1070001020287 「低融点樹脂粉砕設備等」の導入による熱可塑性樹脂製研磨材の製造 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社いちもん 2220001023059 うなぎ・マグロ加工製品の製造／ＥＣ小売販売事業への事業転換 井上大輔

関東 群馬県 前橋市 ボン・ヴィヴール 村で唯一のうどん専門店で地域創生・イノベーション事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 藤岡市 ｐｅｒｓｏｎａｌｔｒａｉｎｉｎｇＲｉｅｎｔ 非対面で入退室管理する多機能型レンタルスタジオ事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ 7070001027310 障害者就労支援施設、障害者グループホームの設立 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社グリーンウッド 9070001028091 サブスク型会員制屋内シミュレーションゴルフ事業の展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社ボディーショップ岡﨑 1070002032447 電気自動車の整備、販売への新事業展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社皆川製作所 4070001003578 デジタル革命に寄与する高精度取手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 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社宮内建商 9070002007549 無垢端材を再利用したアウトドアグッズ販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社新晃工業 3380001026929 第三者との密接リスクなく、屋外サウナを楽しめるグランピング場 東京中央経営株式会社

関東 群馬県 高崎市 有限会社ヒグダイ 6070002013599 大量に破棄される生花“ロスフラワー”を削減する新分野事業“カフェ・コワーキング”で「生活の一部に花を」 高崎信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 株式会社シー・エス・ケイ 1070001019593 橋梁用、超高層高度建造物用部品事業を新展開しサステナブル企業体を構築 群馬県商工会連合会 株式会社アマダリース

関東 群馬県 前橋市 陽昇建設株式会社 5070001030893 ＩＣＴ土木による、生産性向上とポストコロナ対応型組織への変革 渡邊　太郎

関東 群馬県 太田市 矢島工業株式会社 3070001020260 ＥＶ用アキシャル・ギャップ・モーター新規開発 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 プロダクトアドバンス株式会社 1070001036135 “癒しの空間”を提供するペット用品の洗濯が可能なコインランドリー事業 北村　亮太

関東 群馬県 高崎市 株式会社アドテックス 7070001006099 自然冷媒系チラー製造業への業態転換 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エィティシー 1070001014058 歩行者保護エアバック装置パッキングシール貼り付け作業台を使った作業工程及び、捺印工程の新規導入と構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社ＭＵＲＡＫＡＭＩ 4070002004055 既存事業での設備、技術を利用し、安価かつ高品質な肉料理を提供する飲食店の立ち上げ しののめ信用金庫

関東 群馬県 藤岡市 株式会社オリトフーズ 1070001036085 馬肉販売・卸事業者が新たに馬肉を使ったペットフードの製造・販売に進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 モン・スティル株式会社 5070001029630 自社の経営リソースを活用した、フィットネスジム事業の新規開業 牛腸　真司

関東 群馬県 前橋市 株式会社犬飼フーズ 4070001004691 鮮魚卸売店が提供する惣菜・弁当テイクアウト事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｊスタイルズ 9010601043504 日本の若者を元気に！オンラインを活用したグローバル人材育成・紹介事業の全国展開 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 さいたま市北区 ＩＴ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ キッティングサービス及びキッティングスペースレンタル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 北本市 永田塾 短期間で直読直解の英語力が身につく塾のフランチャイズ展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市中央区 Ｓｍｉｌｅ　Ｍｅ株式会社 6030001096871 ＳＴＥＡＭＳ（科学、技術、工学、芸術、数学、スポーツ）＋αを学べる預かり保育 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＴＳＫ 3030003002962 物品消毒から「ＭＡ－Ｔ水溶液生成装置」を用いた新型コロナウイルス対策（身体除菌・殺菌）への移行 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 でん舎 獅子舞関連グッズのＥＣ販売と体験教室で伝統文化の大衆化を目指す 川越商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 秦誠 ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ＥＣ事業者向け動画・写真撮影スタジオの新規開業 コンピタント税理士法人
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関東 埼玉県 春日部市 有限会社サポートマーケティングサービス 6030002071568 災害時用移動式太陽光発電・蓄電池の開発及び販売 川口信用金庫

関東 埼玉県 川口市 松岡孝典 請負事業からコンテンツホルダー事業への業種転換 川口商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 ドゥーラママン トレーラーハウス活用した安価・高品質の通信制高校サポート校事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 有限会社かどや 9030002035033 創業７３年の居酒屋が新たに行うキッチンカー事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 富士見市 株式会社タイヨー 9030001046386 農業体験スクールによる、自然栽培食品カフェのオープン 山部　浩平

関東 埼玉県 秩父市 有限会社タイヘイ建宅 1030002122648 アニマルセラピーを活かした障がい者就労支援Ｂ型等施設の立上げ 秩父商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社リバーリップ 8030001083686 成長する教育市場で「中学受験に特化した個別指導塾事業を展開」 尾亦　周平

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 株式会社ウィークス 1030001120272 大自然に囲まれたトリミングサロン複合施設により『思い出つくり』を提供 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 株式会社ウィズ 9030002043366 伝統技能である革製品の高度な製造技術を生かした「ビリヤード向け自社オリジナル製品」の開発 草加商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アビ 2030001118290 内面から美しくする加圧トレーニング事業への進出 伊藤　洋介

関東 埼玉県 川越市 あけぼのホール 事業の集大成としての市民大学『カワゴエ大学』の立ち上げ 川越商工会議所

関東 埼玉県 川越市 コトノワ 一人暮らしの高齢者向けの電話による話し相手・見守りサービス 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 ネイルアイアイ パンダのミルク食パン『ちゃんぱん』の製造開発及びテイクアウト販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 有限会社大野製作所 7030002122163 ワンパス・オートメーション化による半導体製造装置市場への事業転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 吉川市 株式会社Ａｃｔｉｏｎ 7030001040250 調査にドローンを活用した防錆工事業への新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 合資会社ジョイントワン東京 3030003000603 ブライダル・ビジネス分野のオンライン配信における機材設営業から配信トータルサポート業への上流転換 坪井　亮

関東 埼玉県 八潮市 株式会社アント 6030001039616 特殊塗装で実現する持続可能な空間デザイン 内海　妙子

関東 埼玉県 川越市 有限会社大野農場 3030002078319 養豚業のノウハウ・人材を活かした「チョウザメの養殖・キャビアの加工販売」による売上拡大 川越商工会議所

関東 埼玉県 大里郡寄居町 正喜バル ピザの強みと地域の食材を活かしたＢＢＱセットと冷凍ピザの開発と販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 坂戸市 一般社団法人日本のぞみ葬協会 8030005017087 要介護者の旅行のお手伝いをする福祉介護タクシー事業 株式会社リアリゼイション

関東 埼玉県 上尾市 上尾自動車工業株式会社 2030002052919 電気自動車新規拡販を機会とした、社内体制整備による競争力強化の実現 上尾商工会議所

関東 埼玉県 坂戸市 合同会社ＳＵＮ　ＳＨＩＮＥ 7030003009285 テイクアウトでバインミーの販売と既存店舗との相乗効果の発揮 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 入間市 リアル・ベースボール・アカデミー 医療従事者が考案したやさしいスポーツジム 猪瀨　将一

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エムエーエスケー 8030001114193 いじめ・ハラスメントの報告相談ができるツールの開発・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 川越市 株式会社十吉 9030001096902 フードデリバリー用のシェアリングブランドによる事業再構築 川越商工会議所

関東 埼玉県 川越市 Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａ株式会社 9030001128580 リンパ浮腫治療院から未来の院長を育てる実践型スクールへの転換 川越商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 有限会社柴崎塗装工業所 6030002024402 「塗装や」のノウハウを詰めたオリジナルデザインマスキングシート製品づくりへの展開 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 深谷市 ｊｅｅｎ 痛みを我慢しなくてもきれいになれるプチ若返り脱毛サロンの展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社長瀞レクリェーションホテル 6030001091105 日帰り入浴事業開始と温泉化のための設備投資 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市北区 一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会 8030005015693 自社オリジナル化粧品の企画開発による新たな事業機会の獲得 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川越市 ミノワ工機株式会社 5030001055663 コンクリート切削・濁水処理装置による廃アルカリ水処理事業 公益財団法人埼玉県産業振興公社

関東 埼玉県 入間市 合同会社Ｆｅｎｒｉｒ 8030003012180 入間市を中心とした地域活性化、キッチンカー事業への転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社全日春日部 5030001130788 感染症まん延防止に寄与する空気環境測定事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社Ｋｉｉｔｏｓ 9030001101414 地鶏を使用した独自製法によるテイクアウト専門から揚げ店へ業態転換 税理士法人末松会計事務所

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 株式会社紅葉堂 1030001071342 カステラ製法で作る新しいチーズケーキの製造・販売 井川　和美

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社カスケディア・トレーディング 2030001122565 地域資源の循環利用を目指したエコフィードへの取組み 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川口市 有限会社ケーズクリーン 2030002111781 再生利用の市場拡大へ寄与するリサイクル率１００％を目指す中間処理分野への参入計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 久喜市 ＫＯＭＩＮＥ工業株式会社 9030001031289 電気自動車部品加工への事業展開と圧倒的な量産加工体制の構築 大谷　周平 リコーリース株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 1030001028045 大胆な業態転換による水素タンク向け精密部品の高精度短納期生産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社フジムラ製作所 5030002111036 ２Ｄ精密板金設計データによる受注から製造工程のＤＸ化による新分野展開 久保田良則

関東 埼玉県 川越市 エス・エム・アイ株式会社 2030001054395 水晶デバイスの超小型化と高精度化によるデータセンター用デバイス供給計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 羽生市 株式会社羽鳥製作所 2030001032913 半導体・情報通信産業におけるグリーン成長分野への新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 有限会社アミナ 4030002042926 地域特産品を扱うマルシェと無人販売所及び、冷凍ナン生地の生産で地域創生を目指す 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ダイエー自動車販売 8030001086961 脱炭素社会実現へ向けた大型電動車整備のインフラ構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 有限会社ア・ミュ・ゼ 3030002084853 シニア世代に向けた健康と美をサポートするフェイシャルケア事業 増田　考邦

関東 埼玉県 行田市 旭工榮株式会社 5030001086659 建設業界の人手不足に対応し、ＩＣＴ技術活用による生産性向上に貢献する三次元高精度測量への新分野展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｂｏｎｄ 8030001099609 飲食事業者による、郊外型インドアゴルフ練習場への新分野展開。 井之川　宗弘

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｔ＆Ｙ 3030001132349 昼営業主体でテイクアウトもできる非接触型ハンバーガー業態の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 蕨市 日本邦山商事株式会社 5011801032424 日本の熟練技術によるコレクション向け包丁の製造事業 井上　拳

関東 埼玉県 草加市 日本人工芝計画株式会社 6011501023862 環境負荷が小さく高機能・低コストな新築住宅断熱工事への進出 東京中央経営株式会社

関東 埼玉県 八潮市 有限会社ミウマ工芸 2030002071992 物価高とコロナをチャンスに変える！新需要をとらえるための設備投資 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 長瀞運輸株式会社 9030001091102 ＲＶパークの新事業展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 株式会社山岸宇吉商店 5030001027349 コロナ禍でも継続的成長を見込める焼肉業態の新規展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社長谷川鉄工所 4030001076776 高精度加工の自動化・工程集約による短納期化に挑戦！伸長市場の新規需要獲得事業 石山　賢

関東 埼玉県 さいたま市南区 パワープランニング株式会社 6030002027909 オンライン診療システムの開発による革新的な事業再構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 魔人豚・グラデーション武蔵 地域密着ラーメン店からブランド冷凍ラーメン製造、自販機・通販で経営復活 渡邉勝次

関東 埼玉県 川越市 株式会社高速 5030001054673 環境・セキュリティ対応の新ＤＰＳワンストップサービスの提供 飯能信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 大沢精密工業株式会社 1030001041238 炭化水素洗浄への転換！大胆な洗浄工程改善による医療分野への進出事業 石山　賢

関東 埼玉県 川口市 ホープ製薬株式会社 7030001077128 インキ市場から脱却し、新市場に向けた添加剤製造事業 新城　裕史

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社岩崎工務店 6030001112174 木造住宅の可能性を示す新築工事を請け負う工務店 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 春日部市 サイトラ株式会社 8030001120299 中古トラック販売事業者による鈑金・塗装事業への新分野展開 森　健輔

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ワイエムキャスト 3030002091924 高精度加工の自動化と大胆な工程集約による伸長市場需要獲得事業 石山　賢

関東 埼玉県 さいたま市緑区 バストアップ・小顔・脱毛サロンレムリア ３０代～５０代以降女性向け、健康姿勢バストケアサービスの提供 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 行田市 有限会社尋商 2030002118125 家庭菜園などの体験活動を通して地域社会と関われる放課後 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 有限会社リ・ワークスジャパン 5030002037371 ステークホルダーが幸せになる中間処理施設の設置 伊藤　洋介

関東 埼玉県 蕨市 株式会社成功商事 2030001107046 中華風菓子の製造による飲食業から小売業への業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

関東 埼玉県 越谷市 ヒーロー電機株式会社 8030001064653 曲面加工高度化・デジタル化による自動車補修部品への業態転換 石山　賢

関東 埼玉県 所沢市 株式会社多幸 1030001121650 魚介類を活用した野球場テイクアウトサービスの開始 山部　浩平

関東 埼玉県 さいたま市南区 ベストメディカルサービス株式会社 2010001105737 眼のトータルケアプラットフォームの構築による実店舗とデジタルの融合 市川　義治

関東 埼玉県 戸田市 株式会社中村国際通商 4030001034354 高精度曲げ加工による高付加価値住環境市場への参入 川口商工会議所 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 若伊商事株式会社 8030001097612 一貫請負体制の構築計画 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社富士森彫刻精密 8030002076193 金型業から樹脂製品加工業への事業転換に必要な金型部品加工の工程の革新 飯能信用金庫 リコーリース株式会社

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エステック 7030001020079 ＡＩ熱変位抑制技術による丸物複合加工技術の高度化で医療照明市場に進出 石山　賢

関東 埼玉県 飯能市 有限会社フォレストカンパニー 6030002120894 女性の活躍を支援、女性を中心としたハイブリットコワーキングスペース 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 天日合同会社 5040003006572 中国産ノーブランド製品のＥＣ販売による新分野展開 新都税理士法人浅野事務所

関東 埼玉県 比企郡吉見町 合同会社ＭＥＯＷ 9030003005365 中古コインランドリーを再生させる店舗運営事業 山邨　正胤

関東 埼玉県 戸田市 有限会社奥羽技研工業 4030002023851 高付加価値筐体を製造する新生産プロセス構築 喜安　英伸 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 川口市 株式会社谷中地銅店 3030001077585 精密高精度製品加工ノウハウを活用した精密筐体生産プロセス構築 川口信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ｅｋプラン 9030001033780 障がい者就労支援事業所による物価高騰に負けない鰻専門店の開業 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ちろり 4030001127728 料亭文化を和洋スイーツとして進化、専門店で新市場を切り開く。 税理士法人北村会計

関東 埼玉県 狭山市 アクセプト株式会社 1030001028136 介護職員の「腰痛問題」を解消する「介護福祉器具」完成品市場への参入計画 北田　健太

関東 埼玉県 川口市 株式会社エシック 9030001083553 看板取付事業から特殊素材を活用した３Ｄ造形物のＥＣ販売への転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 草加市 アス　ア　ヴィヴァン 人・ペット共にＦｏｏｄ　ｆｏｒ　Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇな食品販売事業への転換 草加商工会議所

関東 埼玉県 行田市 渡辺金属工業株式会社 9030001087166 匠の技術が人々の心の交流を生む「アウトドア製品」事業化計画 北田　健太

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社埼玉急送社 8030001003421 地域高齢者のつながりを創る「介護福祉搬送サービス」事業化計画 北田　健太

関東 埼玉県 新座市 株式会社ユートラスト 4030001113810 リフォーム会社が行うコロナ禍対応型美容室出店事業 今橋　英士

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｅｉｚｅｎ 2030001034711 「赤外線カメラを搭載したドローン」を用いた建物外壁点検・調査事業への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市西区 有限会社三井経営研究所 5030002013232 中小企業間接部門のＤＸ化・生産性向上コンサルティング事業に新分野展開 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 三郷市 株式会社アクア 7030001039318 既存商材からの収益多角化！全国に設置されたディスポーザー（生ゴミ処理機）から収集されるゴミからバイオマス燃料を製造！ 税理士法人ＡＳＣ

関東 埼玉県 春日部市 株式会社トリプルエム・ビービー 8030001100334 中古車販売のＥＣ化により地域から全国へのビジネス商圏を拡大 高松　佑

関東 埼玉県 越谷市 吉野電化工業株式会社 1030001064965 ハイエンド電子デバイス用立体成形樹脂物へのメッキ配線事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 草加市 草加建設株式会社 3030001035147 ３次元レーザードローンによる起工測量に取組み、ＩＣＴ施工体制で再構築を図る 東京東信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 バウハウス株式会社 1030001118102 ３Ｄパースと無人ショールームによる非対面・非接触型営業のＦＣ展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 草加市 富士製麵株式会社 7030001035523 地域密着型スーパー及び高齢者向け食料品宅配事業への参入 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社水上自動車工業 2030002057471 市内初！先進安全自動車の即日整備と２種の最先端塗装の提供開始 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社トワイス 2030001019349 ＨＶ・ＡＳＶ等の最新技術に対応した「ペンタゴン型自動車整備サービス」の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 秩父市 ヒロミ株式会社 3030001091479 地域密着型通所介護事業への進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社かみかみや 6030001109848 客足が戻らないレストランを救う、惣菜製造・販売 飯能商工会議所

関東 埼玉県 東松山市 有限会社ステーションイン 7030002096960 ビジネスホテルとシナジー効果を図る中華料理店を運営する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ネクスト 2030001085523 ボトル充填技術を活かした新たな溶融充填・パウチ充填技術導入によるバーム製品・詰め替え製品への対応 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 エイサムグループ トップサロンが取組む、美容業界の課題解決に繋がる２つの新サービス 大竹　貴司

関東 埼玉県 富士見市 株式会社ベマックス 4030001050120 「需要構造の変化（特に中食需要の増大）に対応した」惣菜販売＆カフェ運営事業 税理士法人Ｋ．Ａ．Ｏ．

関東 埼玉県 東松山市 横田自動車工業 サービス領域を拡大し、収益力を向上させ、かつ、事業承継を進める事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 川口市 株式会社ホームズマルホ 4030001077130 省エネリフォームを中心としてＢｔｏＣビジネスへ進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 三郷市 株式会社三郷工具 9030001040793 汎用機による工具製造からデジタル加工による超硬工具製造へ転換 亀有信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社ｙｏｕ　ａｕｔｏ 7030001109260 ＥＶ車対応可能な認証整備工場を立上げ、整備事業の非対面ビジネス展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 株式会社町田製作所 2030001091133 ＥＶモータ用アルミダイカスト用治具製作への設備導入による新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 飯能市 有限会社石森製作所 9030002119199 設備導入とＩＯＴシステム構築による油圧バルブ製造への新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 川口市 有限会社大和製作所 6030002104526 ＥＶ部品・難加工部品研削の進出高付加価値金属加工事業への転換 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 埼玉県 久喜市 株式会社テクノサポート 8030001043987 コインランドリー店運営と機器メンテナンス修理事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 蓮田市 特定非営利活動法人福祉ファーム里山 9030005016484 就労支援事業から第６時産業への大胆転換計画 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社トレイル 7030002115084 アウトドア愛好者向けにドッグラン併設の体験型複合施設を構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 株式会社遠藤製作所 7030001041232 パンデミックに対応したロボット生産プロセスの構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 有限会社シナノプリント 7030002044416 フルカラー＆高精細印字のバイアル用シュリンクフィルムラベルの製造 株式会社アイピーアトモス

関東 埼玉県 川口市 和光紙器株式会社 1030001077802 サーキュラーエコノミーへの移行に向けたプラスチック資源循環ビジネスの展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 福島商事株式会社 2030001069170 中小企業のハイブリッドワーク支援（提案）事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 川越プレス工業株式会社 4030001054501 新たに「複合機部品」や「遊技台部品」を製造する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 富士見市 株式会社雇われない生き方 9010601054708 宮崎県えびの市でのワ―ケーションとコワーキングスペース事業 坪井　亮

関東 埼玉県 日高市 株式会社ＪＭＴ 2030001089747 静電防止機能付き半導体検査治具開発による半導体産業への高度化貢献 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 戸田市 中央精版印刷株式会社 1030001020480 印刷のデジタル化による絶版書籍の復刻・絵本等自費出版での新市場開拓 齊藤　祐一

関東 埼玉県 秩父市 有限会社井上自動車 2030002122639 短納期架装整備を実現する特殊車両整備サービス拡張事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社クリーンソフト 9030001108418 ＥＣ店舗運営の業務効率に寄与するクラウド型受注管理システム事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 埼玉県 春日部市 有限会社ソネ工業 7030002068687 大胆な業態転換による複合曲げ加工部品の高精度短納期生産体制構築事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 草加市 有限会社山内鉄工 5030002046100 コロナを機に事業承継と新分野展開を図り経営を立て直すための新事業 足立成和信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ビーステージ 6030001022968 中古車・キッチンカー販売からオートキャンプ場運営への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社春田工業 3030001056003 非ダクト分野の強化を通じた事業領域の拡大による事業再構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社東光 7030001076212 強度が必要な建築物の構造部分に使用される金属部品加工への進出 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 鴻巣市 有限会社大一米菓 8030002082737 鴻巣から巣立て！ＨＡＣＣＰ対応ＪＡＰＡＮライススナックの輸出事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 有限会社高野設備 7030002086920 手作業工程を完全自動化へ！大胆な業態転換による伸長市場需要獲得事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 八潮市 株式会社竹之内工務店 4030001038941 現役ゴルファー、元プロゴルファーのマンツーマンレッスンが受講できるインドアゴルフレッスン事業 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社喜多山製菓 3030001002163 ＨＡＣＣＰ対応で国際舞台に飛び立つ日本のお菓子づくり拠点 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 深谷市 株式会社コウノ 5030001086304 生産体制の自動化による高精度化と高速加工の両立を目指す大胆な業態転換事業 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社大善 2030001052572 ノウハウ×新技術の「新サービス」で、未開の地『建設業界』を開拓する 川口信用金庫

関東 埼玉県 比企郡川島町 有限会社アカギ精密 1030002072067 ガソリン車からＥＶ車向けの精密・大型部品フライス加工への挑戦 税理士法人ＴＭコンサルティング

関東 埼玉県 越谷市 ＴＯＳＹＯ株式会社 1030003003467 ＮＦＴアートの売買及びＮＦＴアートを用いたグッズ制作アプリの開発事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 有限会社エドワーク 7030002100953 オーダーメイドプラント設備市場への参入 城北信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社高野製作所 4030002118577 複合機の導入で精密切削加工の高度化を図りＥＶ用モータ部品の生産に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社青木製饀工場 1030002000060 女性の“コミュ力”を生かしたシェア・アトリエと「あんブックカフェ」への事業転換 友野　行晴

関東 埼玉県 新座市 株式会社中野技術 2030001011685 最新ドローンシステム導入による３次元データ災害対策測量への進出 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 坂戸市 弓削多醬油株式会社 8030001069000 創業１００年の醤油製造会社による、こだわりのポン酢を世界へ 吉川　順子

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 アトリエビジュク 地産地消のキッチンカー事業並びにキッチンカーの駅事業の展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 八潮市 有限会社扇ゴム工業 8030002046634 市場の変化に対応した、旋盤導入によるゴム製造のワンストップ新分野展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 有限会社川内精工 9030002035058 入間市町工場の業態転換、熱抑制技術を用いた高精度加工化事業 石山　賢 昭和リース株式会社

関東 埼玉県 飯能市 西山屋 完全ＯＥＭ商品・缶スイーツのテイクアウト・ネット販売への挑戦 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 行田市 有限会社フィッシュ・フード・サービス 7030002118137 和を全面に出したコロナ対応・低価格ウェディングと貸しスペース事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 戸田市 株式会社日進化成 4030001020577 受注減による余剰人員で工程を内製化し一貫生産体制の構築と超小ロット生産の実現 城北信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社エムアイ精巧 1030001034737 強みの加工技術力等を活かし新たな成長分野への事業展開で業績伸長を実現 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 三郷市 株式会社トーサイ 4030001036879 ＡＳＶや電動車等の新自動車に特化した次世代型自動車総合ディーラーへの変革 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社深谷組 8030001007414 日本初、中小企業が挑む完全失業者対象の自立支援型人材派遣事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社大産エンジニアリング 2030001058405 大物精密加工技術を活かした小径加工の自動化・量産体制の確立 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＣＡＮＮＯＡ 4030001139640 【非接触】【ＤＸ】【自動化】によるニューノーマル対応カラー専門店事業 髙橋　雅人

関東 埼玉県 越谷市 有限会社メタルメディア 3030002089332 ボルト座製造技術と超精密複合切削・高品質洗浄による半導体分野進出 石山　賢

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社テラシマ 6030001018454 新技術を駆使した大胆な業態転換による高精度短納期生産体制の構築事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＡＲＰＩＴ 7030001094610 良質な総菜や生鮮食品と中国産食品を販売するミニスーパーの開業 西山　和孝

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社高橋儀三郎商店 8030001005310 医療新分野進出のための３Ｄ多機能パイプベンダー開発導入事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社ビーライン 1030001111197 地域コミュニティと児童学習の拠点を提供！　～地域密着型コミュニティ型学習スペース提供業～ 安元　計皓

関東 埼玉県 蕨市 高橋一貴 ポストコロナを見据えた地域需要に応えるインドアゴルフ練習場の運営 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 東洋パーツ株式会社 2030001091100 大胆な業態転換による高精度トラック向け電動パワーステアリング部品の短納期生産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行 首都圏リース株式会社
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関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 シートメタルテクノ株式会社 3030001042911 レーザ加工の多様化による高品質切断面工法の確立 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社アライブ 8011102028961 ＣｔｏＣプラットフォームのノーコード開発によるゲームアカウント売買事業への参入 丸山　達也

関東 埼玉県 戸田市 株式会社協和テック 9030001020960 印刷物の箔押し＆打抜き機器導入による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 和光市 柳下技研株式会社 5030001046877 ガスタービン発電機を搭載した、高ペイロードの国産ドローンの部品加工及び完成品の生産 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社オキナヤフォーメック 2030001084533 建設現場の安全を守る新型巻上式荷重試験機導入による業態転換計画 打越　大輔

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社大川精機製作所 1030002002577 手術支援ロボットのアーム先端に取り付ける手術器具部品加工 塩津　友輝

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社ウィロー・トレーディング 9030002020010 焼肉店が挑戦する子どもの健やかな成長を支援する冷凍弁当の製造販売事業 青山裕之

関東 埼玉県 戸田市 シマモト技研株式会社 4030001020346 工作機械卸売業からグループ会社との連携を活かしたロボットシステム製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 加須市 塚越特殊鋼株式会社 8030001032602 新分野（ロボット分野等）における高精度金属切断事業への挑戦 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 狭山市 株式会社フローリスト彩花 6030001094545 地域初！お独り様でも安心。高齢者生活支援と祭壇不要の花で送る葬儀 土橋　一拓

関東 埼玉県 富士見市 ゼロホーム建設株式会社 1030001111783 高まる防災意識に対応し、一気通貫の事業体制で安価かつ質の高い防災シェルターの実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 埼玉県 東松山市 有限会社富久屋 7030002096259 箭弓神社の立地を活かし、地域ブランドを強化・展開する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 秩父市 和心伝酔ダダ 秩父産ジビエペットフードの生産体制整備・販路開拓による事業再構築 齊藤　光介

関東 埼玉県 草加市 ナチュラルレインボー株式会社 2030001109083 オンライン相談・診療可『動物病院』『ペットドクターズＥＲ』及び『ペットサプリメント開発』事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社エイト技研 4030001144624 加工技術を活かし製紙機械の部品補修でＶ字回復へ 北浜グローバル経営株式会社 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｌａｕｇｈ　Ｌｉｆｅ 2030001120908 あの名店の味をもう一度！「チュンダの餃子」復活プロジェクト 白川　淳一

関東 埼玉県 桶川市 株式会社アリスホーム 1030001100101 リノベーション＋介護特化の体験型モデルハウス 川口信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社吉坂製作所 1030001085466 需要増加を見越した次世代自動車向け温度センサー部品製造へ進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 草加市 有限会社ライク 1070002037339 不用品買取の総合管理システム「不用品買取おまかせくん」 鈴木一郎

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ポップサイクル 5030001011591 業務用厨房機器及び業務用店舗用品の買取・販売及びレンタル事業 税理士法人けやきパートナーズ

関東 埼玉県 川越市 株式会社右門 2030001059337 工場直販と「あんこラボ」の展開による売上拡大 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社メロ・ワークス 1030001013807 カラオケボックスからマルチスペースレンタル事業へ新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社新和エコー 7030001036760 トトップコート剤の普及を目指し評価事業試験を事業化、多様な産業への活用を促進する事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社諏訪野 5030002007399 団体向け農業体験から個人向けの「食と農と環境の体験教室」への転換 川口信用金庫

関東 埼玉県 日高市 株式会社Ｆ・Ｉ・Ｇ 2030001102542 英語のスキルを活かして子供の教育に貢献できる「オンライン対応型ＡＢＣえいごとダンスレッスン」のＦＣ展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 川口市 福瑞商事株式会社 5030001109254 高性能かつ費用対効果に優れた、ＡＩ開発者へのサービス提供・ＣｈａｉｎＢｏｘプラットフォーム事業 坪井　亮

関東 埼玉県 川越市 Ｂｒｉｇｈｔｏｎ　Ｄｒｅａｍ株式会社 2030002034198 埼玉県川越市の新地方活性型パン屋運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社紅鑫 3011301016920 中華惣菜販売進出に伴う製造所の新規開業による利益拡大事業 石渡正雄

関東 埼玉県 川口市 株式会社ワールドキッチンテック 3030001073270 海外輸出向け自動調理機器の専用製造ライン構築事業 野竿　健悟

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社大成住宅 5030001069507 サービス付きガレージハウス提供によるストックビジネスへの転換 市川　正一

関東 埼玉県 上尾市 立花機械株式会社 8030001041512 ウィズ・アフターコロナを見据えた中食業界の急成長市場へ金属加工の新分野展開 牛腸　真司

関東 埼玉県 久喜市 小倉徹也 学べる！相談できる！出会える！お金のオンラインスクール事業 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 さいたま市南区 地方創生支援企画 過疎地域での空き家活用型地域おこし事業への取組み 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 三郷市 有限会社オートストーン 2030002048553 自動車板金修理からＥＶ、先進安全自動車に特化した民間車検事業への参入 株式会社アルファコンサルティング

関東 埼玉県 吉川市 株式会社大倉 9030001065485 環境配慮型少ロット対応高度めっき処理事業の推進 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 蕨市 株式会社やどり木 2030001138537 リフォーム業に関わる全ての人を支えるサービス！現場と職人のマッチングサービス「リフォームマッチ」 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 所沢市 中西ゴムストラテジー株式会社 1030001028672 広告・宣伝業からＲＶパーク＆キャンプへの業種転換による事業再構築 一瀬　章

関東 埼玉県 戸田市 有限会社大坪紙工 8030002023872 地域発！製本技術を活用した封筒折り加工対応によるＤＭ市場進出 氣谷　美鶴

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社ヴェルソ 9030002001712 エステサロンから白髪染めに特化した美容室への事業転換への取組み 三浦　清勝

関東 埼玉県 春日部市 株式会社Ｓｔｅｍ 3030001093319 ＵＩに優れた家事代行サービスシステムを新規に構築し、家事代行サービス事業に新規参入 德田　進

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ニューブック 2030001056458 紙の書籍流通からデジタル印刷による在庫レス流通への業態転換 株式会社アカウティングプロ

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エス・ディー・エス・モールド 4040002040458 アミューズメント成形品製造の設計力・素材ノウハウを生かし、車業界成形品への挑戦！ 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 川口市 内藤プロセス株式会社 9030001082217 製品のブランド価値を高める製品外箱への特殊印刷の新展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 戸田精密工業株式会社 2030001020777 先端設備導入による生産体制の再構築でＥＶ部品金型の新分野展開へ挑戦する 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川口市 アルスロデザイン株式会社 6030001082525 スマートグラス手術ナビゲ―ションによる「遠隔手術立合サービス事業」 青木信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＦＡＬＣＯＮ 2030001078601 スマートファクトリー化による次世代金属加工分野への新規参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 行田市 大野建設株式会社 8030001086747 大径木や古材等の材料を活用した環境に配慮したリノベーション及びＤＩＹ事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 ぽんて鍼灸整骨院 鍼灸整骨院が強みを活かして、パーソナルトレーニングジム事業で社会貢献 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 川越市 マンジャ 「ご家庭の食卓にお届けする美食イタリア料理のおもてなし」事業への転換 マックス総合税理士法人

関東 埼玉県 北本市 株式会社矢口造園 8030001062129 産業廃棄物受入事業への進出による資源の有効活用での事業拡大 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市北区 高橋通信株式会社 4030001093227 ＩＴを駆使して自学自習のフォローを行う学習塾の開業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市西区 ハイシマ工業株式会社 6030001006888 建物の高性能化改修によるコロナ禍対応、省電力、長寿命化の実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ソニックホールディングス 9011101065591 高付加価値ドラッグストア出店による成長分野への進出 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 志木市 有限会社ティーアンドコー 6011502003921 レンタル・シェアバイク事業者向けオンラインシステムの提供 株式会社リアリゼイション

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社アキモト・パーツ 7030002017842 次世代半導体製造装置向け超精密部品製造事業への新分野展開 川邊　洋二 昭和リース株式会社

関東 埼玉県 さいたま市中央区 有限会社サンキ機械 8030002005796 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 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社サクラフーズ 9030001053795 竹林資源を活用した環境配慮型の使い捨て割箸と土壌改良剤の提供 日髙　強

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社トップテクノ 7030001097910 建て替え需要に応えるための大型コンクリート建造物解体事業 佐藤　勇樹

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１ 7030001103528 終身飼育をトータルでサポートするペット事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社セリテクラージュ 8030001011911 休業スペースを活用した国内最高峰の声楽家による個別指導教室事業 青山裕之

関東 埼玉県 川越市 株式会社ＲａｙＤ 2030001126450 現役エンジニアを講師にしたＩＴエンジニア育成スクールの新規開設 経営相談有限会社

関東 埼玉県 所沢市 肉や　しるし インバウンドも視野に。アフターコロナの小分け魚料理居酒屋 髙橋　創

関東 埼玉県 川越市 株式会社マツザキ 2030001056796 ＳＤＧｓの循環を全国に展開！環境共生型クラフトジンで町おこし 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 エアデジタル株式会社 1011101086901 デジタルスポーツ空間を有効活用したフレイル予防運動プログラム さいたま商工会議所

関東 埼玉県 八潮市 大山畳店 介護に貢献する新たな床材「リフォーム畳®の置き畳」を作り全国へ！ 亀有信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 株式会社シン・インターナショナル 5030001038222 化粧品ＯＥＭメーカーとしてフェイスパック専業から基礎化粧品への新たな成長戦略 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社フルハウス 9030002057572 脱毛ビジネスで若者から中年層、被介護者の自分磨きをサポート 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社フォーライトロード 3030001124445 コロナ対策万全なお好み焼き店への挑戦による事業再構築計画 鈴木　ゆい

関東 埼玉県 川口市 東洋産業株式会社 5011501022774 日中の国境をボーダーレスに、東洋産業が描く中国市場進出と新たな未来 株式会社ＷＥＥＶＡ

関東 埼玉県 さいたま市北区 アート食品株式会社 2030001000374 野菜加工製造業者のための新製造法構築と新殺菌溶液ユニットの販売への事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 熊谷市 和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社 8030001088652 地域の観光需要を喚起する産直物販事業への新規参入 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社スタイル 8040003009507 スポーツ電動アシスト自転車の開発と販売 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 市川市 かぐや姫美容室 エステスパ×セルフエステを加えた新感覚の美容室 市川商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社望美 5012301009656 美味しい東アジア食品でより現地気分を味わう！ＥＣ事業への転換 廣野　希

関東 千葉県 香取市 株式会社ＳＴ商会 2040001123653 需要が増加する放課後等デイサービス事業に挑戦　オリジナル教材使用で新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 館山市 グローバルオーガニックグループ株式会社 7040001091210 健康に関心が高い消費者にからだに優しい麦を用いた製粉事業の展開 瀬戸　正人

関東 千葉県 長生郡一宮町 柳原大志 デザイナーとして新ブランドを確立しての焙煎珈琲豆販売 藁　信博

関東 千葉県 船橋市 アド 金券ショップからコミュニティスペースへ新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 市川市 ＦＯＲＥＳＴ合同会社 9010803001846 本格中華でみんなを笑顔に町中華への事業転換 株式会社イクルスマネジメント
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関東 千葉県 千葉市稲毛区 ときた行政書士事務所 「離婚後の女性のキャリア支援を行うシェアサロン事業」で女性の活躍　推進に貢献 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 香取市 株式会社小見川自動車整備センター 3040001063915 法人へ向けた水性塗装を主軸とする高品質な当日完結型自動車修理サービスの実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 八街市 株式会社海老澤精機 1040001048991 ＣＯ２削減に貢献する超軽量特殊車両の製造・販売による企業再生 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 千葉県 柏市 有限会社ｋｔ－ｓ 9040002021882 半導体不足に対応した修繕・メンテナンス事業による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社エスアールアイ 4040001012383 量子技術イノベーションによるシステム開発・サービス提供 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社スタイル・レゴ 9040001056731 ゴルフに集中できる環境を実現した２４時間営業無人シミュレーションゴルフ パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ＮＥＸＴ　ＤＯＯＲ 3040001098201 寝具ＳＤＧｓ！メンテナンス重視の街の寝具販売・レンタル店への転換 松尾　基司

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社住まいるハウジング 4040001081412 究極の地産地消！自家農園で作った作物で食育ＢＢＱ 松尾　基司

関東 千葉県 松戸市 株式会社ＳＯＬＷＡＹＳ 7040001076005 子供の運動能力が伸びるゴールデンエイジ向けレッスンのサービス開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 香取市 白鳥石材株式会社 3040001063568 お墓以外の相談事も付加価値化する終活サポート事業 佐原信用金庫

関東 千葉県 市川市 らくーる リラクゼーション・エステサロンがヘアカラー専門店の新規事業に挑戦 打越　大輔

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社小川製作所 2040002083434 プラスチック製品における成形、組立、ロール転写の一貫生産体制の構築 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 香取市 有限会社タクミ産業 2040002087435 野菜苗生産農業事業者による野菜と苗の直売所の開設 株式会社マネジメントパートナーズ

関東 千葉県 旭市 ＣＯＭＦＹｃａｆｅ４２１ 健康食「養生ごはん」を提供　テイクアウト・モーニング事業への事業展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 野田市 株式会社クリーンハウス寿 4040001072246 パワーナップに対応したドライヘッドスパサロンの開業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社日本なぎさプラント 6040001052808 最先端ドローンを活用したプラント点検事業 オリオン税理士法人

関東 千葉県 市川市 アイシン不動産販売株式会社 5040001056751 地域住民の豊かさ向上を目的とした、フランチャイズでのハワイアンドーナツ販売事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社ＪＶ 3040001070754 高温洗濯で殺菌したリネンサプライの提供と地域高齢者・障がい者の雇用創出 山田　慶

関東 千葉県 野田市 株式会社かわた 1040001072439 食品表示確認不要、安心購入可能な１００％オーガニック食品専門店への挑戦 打越　大輔

関東 千葉県 船橋市 株式会社スタジオＣｏＣｏ－Ｌｉ 4040001056851 船橋市松ヶ丘をチャレンジキッチンで活性化させる街づくり事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社毎日が日曜日 5040001041753 東京オリンピックサーフィン会場すぐの海の見えるキャンプ場事業 吉田　宙

関東 千葉県 富里市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＶＥＬＸ＇ｓ メンズエステサービス（セルフ脱毛／ヘッドスパ／歯のホワイトニング）の新規提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 千葉市中央区 ホロ株式会社 4040001107423 映像による商品ＰＲを用いた独自の課題解決型野球用品ＥＣ運営で小売業へ参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社小澤建業 6040002059331 サイディングのノウハウを生かした、外壁クリーニング・診断サービス事業 株式会社ＩＰＪ

関東 千葉県 柏市 有限会社しのざき 7040002096506 脱毛及びフェイシャルエステのサービス提供による売り上げの拡大 柏商工会議所

関東 千葉県 流山市 合同会社フットギアソリューションズ 6040003005664 心身×眼鏡！理学療法士が全身＆心のバランスを見て製作する眼鏡 松尾　基司

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社クロスロジック 5040001011293 ドローン、ジンバルカメラ、３６０°カメラを活用した事業者向け映像制作および販促支援事業 阿部　尚武

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社越前屋 8040001045264 最新ＬＥＤ脱毛機を用いた【①脱毛サロンのＦＣ事業】と【②ＬＥＤ脱毛機の卸事業】 税理士法人コンパス

関東 千葉県 柏市 有限会社ヒラカワ 7040002091309 医療機器用の精密電線製作による売上・利益拡大事業 柏商工会議所

関東 千葉県 松戸市 二葉貿易株式会社 6040001030375 業界初！新アンチエイジング口腔美容液 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社フレッシュワン 1050001034933 ＳＤＧｓを意識した「光１％ルール」によるガラス温室・ビニールハウス洗浄事業への挑戦 安　智範

関東 千葉県 八千代市 Ｆｉｔ　Ａｘｉｓ 小学校高学年を対象に中学英語を事前に学習するオンライン塾への新分野展開 八千代商工会議所

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社タカハシサービスステーション 7040002078017 ＩｏＴを使った危険物取扱いスマート３ＰＬへの挑戦 銚子信用金庫

関東 千葉県 山武郡横芝光町 株式会社岐本 5040001062667 定尺切断能力獲得による、電炉メーカー向けスクラップ事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 銚子市 鹿島ロジスティックス株式会社 9040001062746 倉庫事業の遊休スペースを活用した水産加工業への新規展開 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 銚子市 スバル千葉東株式会社 1040001062200 地域初の「ＥＶショールーム兼ＥＶファクトリー」の開設 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 茂原市 エコクリーン株式会社 5040001059564 河川維持等で伐採した竹を利用したバイオエタノール製造研究事業 房総信用組合

関東 千葉県 富里市 カーゴプロモーションエージェンシー株式会社 3040001045822 ホテルレストランのワインに合う惣菜を店舗で販売し収益拡大 小笠原　裕

関東 千葉県 千葉市中央区 ワタナベ建設株式会社 5040001011426 地域住民・学生の豊かさ向上を目的とした、フランチャイズでのハワイアンドーナツ販売およびカフェ事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 マリン産業株式会社 7040001056485 千葉初！水中ロボットによる上水配水池の調査点検・清掃事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武郡横芝光町 株式会社古西商店 2040001064864 食肉卸売の目利き力を生かし、上質な肉の端材を使ったレトルト食品の開発・販売計画 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 佐久間建設株式会社 4040001058138 ＩＣＴ建機で民間宅地造成へ進出、コロナ禍以降の戸建て・開発ニーズを掴む 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 大原洋人 オーストラリア「ＪＳ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ」社製サーフボードの直販事業への参入 千葉　勇人

関東 千葉県 富里市 有限会社野路工業 8040002056450 外国人実習生向けシェアハウス運営事業で業績Ｖ字回復と地域貢献を図る新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｆａｉｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ 6040001040721 関連会社の商品と遊休地を活用したレストラン事業の展開 千葉　勇人

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社Ｖｉｎｔａｇｅ 9040003010232 西洋シェフが創る独自のご当地ラーメンの拡販で業績Ｖ字回復を図る新分野展開 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 匝瑳市 みやもと山 みやもと山の有機米を加工品である真空パック餅、甘酒へ新展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 印西市 有限会社小澤製作所 1040002057100 ＣＡＤデータ復元から代替部品製作までの自社一貫体制の確立 近山　寿博

関東 千葉県 我孫子市 株式会社備前 3040001069409 海鮮居酒屋によるお手軽手料理用「熟成魚」のテイクアウト／ＥＣ販売 松尾　基司

関東 千葉県 銚子市 方宝たつみ株式会社 1040001064725 作りたての風味や味見を再現できる、冷凍惣菜の製造販売に進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 香取市 すがや亭 長年培った調理技術と強固な顧客基盤を活用した地産地消の本格ラーメン店への事業転換 佐原信用金庫

関東 千葉県 長生郡一宮町 有限会社釜屋燃料店 2040002082428 地域密着型企業として電気工事提案型ショールームでのＳＤＧｓへの取り組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 佐倉市 株式会社原島電機工業 9040001006265 業界に先駆けた３Ｄ－ＣＡＤの導入と提案営業による農業法人市場への新分野展開 佐倉商工会議所

関東 千葉県 富津市 有限会社戸張工務所 6040002071501 宮大工職人の技能が活かせる社寺建築物の補修工事事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 松戸市 株式会社オアシスグループ 4050003000996 介護負担を軽減するシニア向けのプライベート脱毛サロンの新設 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 南房総市 他力本願吉田ＪＡＰＡＮ 地元の食材やレジャーを楽しめるキャンプ場の開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社キチット 9040001088675 老舗とんかつ屋が高級鉄板焼き屋へ業態展開して経営の立て直しを図る計画 千葉信用金庫

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ライトシティ 2040001108563 自社厨房調理による、地元農産物を素材とした法要料理への挑戦！ ゆあすけっと合同会社

関東 千葉県 野田市 株式会社富士技術サービス 3040001071488 ３次元測量機器の導入ＩＣＴ人材の育成を通じたｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ体制への再構築 山崎健

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社トレイドウインド 4040001005544 紅茶専門店が自社スコーンを開発製造し新たにギフトセット販売にチャレンジ 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市美浜区 有限会社ダット 5011702014190 リバースエンジニアリングによる工作機械可動部の修理・保守事業 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 松戸市 ヘアスペース　ティアラ 既存事業の顧客基盤を活かした非対面美容・健康サービスの展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社オーエックスエンジニアリング 4040001001089 コロナの影響を乗り越えるオーダーメイド車いすのネットを用いた会員サービス事業の立上 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 流山市 ＨＯＰＥ株式会社 4011101078144 飲食店の強みを活かしたフィットネスジム事業に新分野展開 井下　佳郎

関東 千葉県 松戸市 日双アルミ工業有限会社 6040002047798 工程の自動化により建築金物等の小型部品大量生産を図る 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 銚子市 株式会社宮内溶接 8040001062490 重量物高度溶接技術による大型製缶製造に向けた抜本的業態転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 船橋市 千倉水産加工販売株式会社 7040001074306 高鮮度干物と九十九里産ハマグリを、全国へ！高利益体質に大革新 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社大木無線電気 1040002021048 新型コロナウイルスによる電気事業売上低下を受けたドローン事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 銚子市 株式会社銚子大洋自動車教習所 8040001062284 自動車教習の強みを活かした地域密着型ドローン教習事業へ進出 尾﨑　素之

関東 千葉県 山武市 トレポルチェリーニ有限会社 6040002080031 ラーメンのテイクアウト商品の開発に伴う通販・中食市場への進出 松代　和也

関東 千葉県 木更津市 株式会社ジーシーオー 8040001051254 少人数家族へ届ける　デザイン×ＩｏＴ　住宅　―　木更津の地場工務店による挑戦　― 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社異文化交流企画 8040001000681 日本語教育機関向けのクラウド型学校管理システム Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 千葉県 八千代市 株式会社アオキプランニング 3040001020429 大規模居酒屋店舗を撤退して酒類に依存しない飲食店を展開する新分野への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社イセ化工 4040002020468 顧客データー一括管理のＤＸ化によるＢｔｏＣアフターメンテナンスへの進出 税理士法人児島会計

関東 千葉県 八街市 株式会社インテックジャパン 7040001049761 在宅環境に癒しを！塊根植物の仕入・販売による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 旭市 株式会社ＥＮ 2040001102319 地元生産者×パートナーで縁「結び」を提供する地域ブランディング事業 尾﨑　素之

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社ジェットストローク 6040002042493 トレーラーを活用した日本２例目の移動型託児所とＰＲ用レンタル事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 君津市 有限会社丸子自動車リペアセンター 4040002070810 地域初の先進安全自動車対応トータルサポートサービスの展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 柏市 有限会社ベガ 8040002091514 デジタル技術を活用したショップのＦＣ展開でボウリング市場を再興 税理士法人みなと東京会計
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関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社和光グループ 9040001011579 漢方薬局の強みを活かしたレンタルスペース事業の展開 千葉商工会議所

関東 千葉県 我孫子市 Ｌｉｆｅ　ＳＳ株式会社 4040001090891 働きがいも経済成長も！障がい者スタッフが地域に貢献、店舗兼移動型パン屋の出店 株式会社市岡経営支援事務所

関東 千葉県 浦安市 宇田川歯科医院 シニア世代への口腔内治療と人生の最後までのメインテナンスに特化した歯科医院への業態変換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社アルファーウェーブ 2010502000445 解体業から広告業へ大胆に挑戦！看板広告デザイン・設置事業による業種転換 株式会社東日本銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社ｉｎｇエンターテインメント 2040001009910 地元千葉県の木材を活用した、個人住宅リフォームサービスと家具販売の開始 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 千葉県 富里市 辛い屋 高機能冷凍機を導入したネット通販・無人販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 千葉市中央区 丸竹住宅設備 造作家具製作とカラオケボックスを組み合わせた新事業展開 近山　寿博

関東 千葉県 柏市 株式会社タカネザワナイソウ工業 1040001070475 循環型社会の実現に寄与する家具の製造販売・サブスクサービスの展開 柏商工会議所

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社大協 2040001058908 ドライバーによる、ドライバーのための、お役立ちグッズの製造販売 税理士法人アピロ

関東 千葉県 柏市 有限会社サンビシット 5040002089998 地域に根強い飲食事業者が手掛ける練馬区初の個室サウナ事業 リードブレーン株式会社

関東 千葉県 富津市 株式会社おおぐさ丸水産 7040002071112 「魚の切り身冷凍商品及びチルド商品」製造販売事業 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 千葉県 千葉市若葉区 篠崎製作所株式会社 9040001098146 薄板溶接能力の獲得による、半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス 株式会社アマダリース

関東 千葉県 船橋市 株式会社オレイド 2040001122069 運動生理学を活用した研究型パーソナルトレーニングジム事業 久保田　昌宏

関東 千葉県 野田市 株式会社Ｍ・Ｎ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5030001068517 ハラール食品を販売するスーパーマーケットの開業 鈴木　正子

関東 千葉県 白井市 株式会社フリースタイル 3040001046390 ポストコロナ型キッチンカー事業への新規参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社ＴＴＳ　ｆａｃｔｏｒｙ 1040002065524 電設工事からドローン教室や支援による社会貢献事業の実施 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アイズファクトリー 2040001088467 粉屋が監修する、国内産小麦粉に特化した食品製造拠点　兼　多機能型アンテナショップ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 旭市 レストラン夢時庵 フレンチが酒蔵で発酵させるパンは香取市農産品で付加価値化 佐原信用金庫

関東 千葉県 白井市 興和金属株式会社 5120901034501 加工工程の超高度化による高純度な再生資源の海外販売事業 西川貴人

関東 千葉県 成田市 稲垣興業株式会社 3040001042704 低感染リスク型のイベント支援・ＥＣ向けテント倉庫の制作などｗｉｔｈコロナ時代のニーズへの対応 株式会社ユア・ストラテジー

関東 千葉県 旭市 ＲＩＴＡ株式会社 6040001107090 飲食店の一部を分割して惣菜店へ改装し、新たな収益の確保を目指す 関谷　満

関東 千葉県 八街市 株式会社ルート 1040001103739 生産者から直接仕入れた野菜を小売販売する直売所事業の開発 髙瀬　哲也

関東 千葉県 千葉市花見川区 イルピアーノ株式会社 2040001087997 稲毛駅前に緑の憩いを。ポストコロナ型独自ブランドカフェの展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 株式会社さくら 3040002004736 居酒屋店舗を自社ブランドそば店に転換の事業化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社エムズパートナーズ 5040001085726 絵本の世界観を具現化した銘柄鶏による、チキン料理の製造・販売 株式会社みずほ銀行

関東 千葉県 大網白里市 古民家食堂もちづき 地元九十九里浜名物「なめろう」の自動販売機でのおみやげ販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 柳製作所 原子力発電所や造船等で使用される工業用蝶番のレーザカットにおけるコスト削減及び短納期化事業 シェアビジョン株式会社 リコーリース株式会社

関東 千葉県 君津市 株式会社富士産業 8040001052153 リース機器の洗浄・修理の引受けによる、トラブルの防止と事業の円滑化 安室　信成

関東 千葉県 市原市 あるぼん株式会社 8040001054926 急速冷凍で生産力向上＆食材ロス削減！出来立てパンの味を店頭＆ネット通販で全国販売 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 株式会社石井 6040001117809 畳の潜在需要掘り起こしに挑戦　商圏拡大と新たな畳販売方法への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 成田市 株式会社ヒラノ 3040001046127 自社豚肉加工品の内製化と新メニュー開発による地域ブランドの確立 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 Ａｉｒｉｔｃ株式会社 3010401106838 トッピング可能アプリ付き小型モジュール内蔵ゴルフボールでがっちり 白川　淳一

関東 千葉県 柏市 株式会社ドローム 1040001084442 電子シーシャ新規開発とサブスクモデルによる新規販売事業 榑松　貴

関東 千葉県 柏市 ヨシザワエルエー株式会社 5040001066627 電子線滅菌装置部品等の加工を実現する切断工程刷新計画 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 千葉県 野田市 株式会社元祥 9040001060733 ハイコスパ中華料理店が挑む地域の食を支えるＢｔｏＢ事業への展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 君津市 有限会社かずさ緑地 5040002069785 不動産賃貸業から自然豊かな南房総でのオートキャンプ場への挑戦 福永　健二

関東 千葉県 船橋市 株式会社フューチャーリンクネットワーク 7040001019632 おかえり金谷小プロジェクト！～廃校から新たな賑わい創出のコミュニティへ～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社プラスジェニック 3040001095000 「ニューパッケージビジネス」ポストコロナに挑戦 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社吉川自動車工業 2040002012269 大型車両対応の強みを活かすワンストップ整備・洗車サービスへの進出 北村　亮太

関東 千葉県 習志野市 株式会社サンティエ 9040001083065 保育＋お稽古の”一時保育特化型施設”の開設　～罪悪感なく預けられる場の提供～ 古田　真由美

関東 千葉県 船橋市 有限会社前田額縁店 7040002031735 反り・ねじれ材を矯正した天板の製造と、リユースによる天板のレンタル事業 鹿沼相互信用金庫

関東 千葉県 南房総市 まごえむ ファミリー向け和風民宿から非接触南国風リゾートへの新分野展開 姫田光太

関東 千葉県 野田市 株式会社ティーワンテクノ 2040001072553 野田発！３次元加工をシームレスなデジタル情報連携で革新的業態転換！ 税理士法人アルカンシエル 昭和リース株式会社

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ＣＵＢＥリノベーション 7040001015722 足立店ビルをまるごとＬＩＸＩＬ製品のみで体験ショールーム化する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社イワモトワークス 4040001119807 飲食店内装工事業から住宅リノベーション工事業への事業転換 君津信用組合

関東 千葉県 流山市 神田大人の沖縄料理店ぐしけん（沖縄ダイニングきじむなー） アフターコロナで勝ち抜けるホルモンメインの焼肉店へ事業転換 株式会社アサユナイト

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社リプラス 9040001053241 循環型社会の実現へ！プラスチック廃棄物から高付加価値な再生ペレットを製造・販売する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社三昭機工 3011702013467 平均年齢３４歳！若手技術者が活躍する金属加工業者の新たな挑戦！半導体市場へ進出 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ＹＯＵ－ＴＯＷＮ 5040001078085 セルフカーディテーリングスペースのレンタル事業による新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｂｅ　ＤＲＥＡＭＥＲｓ 6040001093174 常陸牛１頭買いを売りにした、焼肉店の出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 千葉県 鴨川市 有限会社重夢 1013202014245 サステナブルな就労継続支援事業 日下　一郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社貝電 8040001032956 健康を地域に提供する「個室サウナ事業」への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＦＵ－ＤＯ 8040001039852 女性専用サウナｉｎトータルスパ 柏商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社ネオ・ゼロ 9040001040009 美容師の発信の場となるシェアサロンの開所、及び美容院経営塾 髙司　浩史

関東 千葉県 成田市 有限会社ナカノヂーゼル 7040002055560 どんどん出てこい！働く電動車！電動化を見据えた特装車製造業への転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 銚子市 株式会社トラヤ 4040001062354 地域初！ＤＸ推進の旗印となる先進的ライブオフィスを構築 銚子信用金庫

関東 千葉県 佐倉市 株式会社シーアールエー 9100001025837 オタク向け特殊衣装の販売作成事業 佐倉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社後藤モータース 2040002004332 リース会社向け車両整備特化の強みを活かすＥＶ車整備への新進出 北村　亮太

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｐ＆Ｏ 7040001088875 自宅で楽しめるこだわりの冷凍ピザのＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 ウォームス 「暮らしと仕事」を双方からサポートするコワーキングスペース事業 株式会社地方創生推進協同機構

関東 千葉県 野田市 株式会社百万石ファーム 4040001079167 短期滞在型複合施設（キャンプ・コワーキングスペース・マルシェ）を中心とした事業活性化 梅川　貢一郎

関東 千葉県 市川市 株式会社ＦｏｘＧｌｏｖｅ 1040001033507 ＡＩによる革新的な会計監査支援システムを構築し、監査支援サービスの提供によりリモート監査の実現をはかる 木寅　雅之

関東 千葉県 習志野市 株式会社ＰＡＭ 1040001086851 美容室からホテルの宿泊客及び地元住民向けカフェへ業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 千葉県 白井市 株式会社ソフケン 4040001044154 ＢＦ療法に用いる筋電図のディスポーザブル・プローブ電極の製造販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 株式会社エアーズ 2040001053636 コロナ禍で激減したイベントの企画運営から福祉用具賃貸に新分野展開 市原商工会議所

関東 千葉県 柏市 いぬいくら株式会社 4040001105591 海苔のアクアポニクス陸上養殖で当社課題解決と県伝統産業継承を 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 野田清掃株式会社 7040001071435 地域密着の浄化槽清掃業者が顧客ファーストで提供する除菌水 ＳＷＯＴ有限会社

関東 千葉県 習志野市 株式会社ｒｉｎｇｓ 3040001077345 非接触を可能としたカジュアルイタリアンの店舗展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 千葉県 印西市 一般財団法人みらい福祉財団 1040005020906 食品生産・加工によるサスティナブルな社会に対応した就労支援事業への転換 坂本　信行

関東 千葉県 浦安市 株式会社マルノブ 1040001103202 中小飲食業界向けオリジナル食肉加熱惣菜のＯＥＭ受託製造業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ＲＥＶＯＬＶＥ株式会社 8040001110167 いつでもどこでも作品とその世界観を楽しむことができる「漫画＆小説」配信サイトの運営 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 千葉県 印西市 株式会社ＡＤＶＡＮＣＥ 8040001111735 ハウスクリーニング事業で培ったクリーニング技術とウイルスコーティング技術でできるキャンピングカー事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 勝浦市 株式会社ネクストレベル 4040001084571 ウェットスーツメーカーから宿泊を伴うサーフィン総合サービスへ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 合同会社ｅｎ 9040003014266 アスリートと施術院を結びつける「アスリートブランド」 Ａ２Ａリンク株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社南千葉サーキット 8040001056096 アミューズメントとモータースポーツの場であるサーキットをスポーツカーとＥカーの体験型自動車販売施設へ転換 房総信用組合

関東 千葉県 香取郡多古町 株式会社土井商事 4040001061406 フードロス削減と物価高騰による学校給食費抑制に寄与～千葉県産冷凍野菜ペーストの開発 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社調転社 7040001110580 決済機能・オンライン予約機能を用いたバス釣り専用ボート予約ポータルサイトによる業種転換 坪井　亮

関東 千葉県 千葉市緑区 合同会社Ｈｏｍｅｙ’ｓ　Ｊａｐａｎ 2040003013803 キッチンカーを活用した販路開拓・地域コミュニティの形成 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 君津市 株式会社ケービーピー 9040001075970 無人インドアゴルフ練習場　新規出店計画 木元　英明
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関東 千葉県 浦安市 株式会社キヨシゲ 3040001029412 鉄加工から、非鉄金属（ステンレス、アルミニウム）加工への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 合同会社ＳＡＬＬＥ　ＤＥ　ＬＩＢＥＲＴＥ 3040003010238 食から健康を！管理栄養士が作るオーガニック加工食品の製造・販売 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 野田市 江戸川電子株式会社 5040001071610 電気自動車（ＥＶ）用半導体部品製造による事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ユトロ 3040001049096 サイクリストがリピートしたくなる勝浦市にするための宿泊事業展開 表　順一

関東 千葉県 市川市 株式会社河野製作所 6040001026183 マイクロサージャリー製品のグローバル展開による新分野展開事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社マリン精工 2040001010711 グリーン成長戦略に資する難削材加工技術の確立による新事業展開 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 野田市 株式会社ロカラボ 7010101012440 ＡＩ技術を使った農業生産改善ツールを含んだ生産システムの開発・販売 野田商工会議所

関東 千葉県 市川市 株式会社アイエス 6040001042049 耳科の専門診療を新規に開始し競争力強化を図る事業再構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ピカいち 9040001064800 九十九里で非日常リゾート体験を！プライベートヴィラ事業への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社ＰＲＯＳＩＮＤＪＡＰＡＮ 3040001110007 部品提供から整備点検事業へ。自社の強みを活かした再構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＳＤテクノサービス 5040001076089 オフグリッドを活用したグランピング施設で自然と調和したアウトドアサービス事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社日章建設 1040001045048 放置竹林問題を解決する「竹パウダー」の製造・販売事業への新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 有限会社エスエヌ金型 6040002044606 金型製造ノウハウを礎に金型修理やプレス加工等の仕事の幅を拡げる業態転換 北浜グローバル経営株式会社 昭和リース株式会社

関東 千葉県 柏市 有限会社アピア 4040002088729 特定整備の完全内製化による自動車整備の１ｄａｙサービスの実施 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 船橋市 株式会社日下製作所 6040001017166 高難度ホーニング量産加工確立による水素エネルギー事業への進出 山地　真吾 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 富津市 株式会社大富産業 1040001053232 非接触型インドアゴルフスクール事業 井上大輔

関東 千葉県 いすみ市 伸和工業株式会社 8040001074973 高精度な加工技術により難削材を加工、販売する新たな事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 茂原市 株式会社緑川組 5040001059457 ＩＣＴを全面的に活用したＩＣＴ施工への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社杉浦商店 1040002046557 地域初、リラックス効果の高いアロマ活用のロウリュ完全個室サウナ店開発 松戸商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社浪川荘 3040002079737 蓮沼発、地産地消で千葉県ＮＯ．１イタリアンレストランを目指す事業 税理士法人高山会計

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ａ－ＣＬＩＰ研究所 3040003004669 革新的な感染症・血管炎・ＣＯＶＩＤ－１９重症化の診断薬の開発 木村　悦久

関東 千葉県 市川市 株式会社ルーキー 9011701008388 ＡＩによる骨格解析機能の技術を用いた定額制のインドアゴルフスタジオの運営 銀座スフィア税理士法人

関東 千葉県 匝瑳市 市民エネルギーちば株式会社 3040003006376 ソーラーシェアリングを活用した「ミライの村」管理システム事業の構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 ネクストワンインターナショナル株式会社 5040001056388 自社建築物件による民泊事業への新規参入 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 千葉県 銚子市 Ｌｉｎｄｏ‐ｔｏｍａｃｏ　ｆａｒｍ株式会社 5040001123510 １００年続く４代目の女性農家が開業する自家製野菜を活かした農園レストラン 関谷　満

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社アクラ 2040001063338 自社ブランド確立による下請け業務からの脱却 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 市川市 株式会社ＬＯＧ 7040001111439 次世代を担う子と親御様をサポート！子育て支援プラットフォームの運営事業 鶴間規文

関東 千葉県 市川市 プリエ有限会社 3040002036358 美容室コンサルが非接触型のセルフ脱毛サロンに新分野展開 丸山　隆

関東 千葉県 市原市 株式会社アークス 4020001038851 カフェ＋室内ゴルフ練習場事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社将永交通 3040001063023 ハイヤー会社による児童福祉サービスへの進出 近山　寿博

関東 千葉県 市川市 株式会社アイファクトリー 7040001022941 「房総ジビエ」の弁当・ペットフードの製造販売による新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 杉並区 ゴトカリー スパイスカレー事業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社コルレオーネ・インベストメント・ジャパン 1010001128251 空きテナントへの電子マネー決済クレーンゲーム機の販売・設置 森本　晃弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライバンガード 8011001138936 不動産を売りたい・買いたいを結ぶプラットフォームサービス 小竹　実

関東 東京都 千代田区 株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ 3010001160343 フェアトレードコットン製品への刺繍サービスをオンラインで提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ｎｉｎｅｔｙ　ｎｉｎｅ 1010401100330 台湾人向けオンライン完結型日本語スクール事業の開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社イ・デ・ヤ 5010901039775 プライベート花火マッチングプラットフォーム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ＩＺＵＭＡＩ 7010001191079 ＩＺＵＭＡＩが切り拓く新しい時代の住まい方 髙木　良輔

関東 東京都 目黒区 ｎｏｆｆ 男性専門、鍼灸鍼を使った完全個室ヘッドスパサービス 塩津　友輝

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェクトワン 4011001059442 空き家活用と街なか再生の拡大による社会問題解決への取組み 髙木　良輔

関東 東京都 大田区 株式会社セイ 7010801006031 美容鍼とエステサービスへの転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社エー・フリーク 6011001073219 自社ＥＣサイト構築による直販強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社はつが 8011001072111 自然食品販売の経験を生かした有機ゲルマニウム販売事業の展開 井上　拳

関東 東京都 江戸川区 ＡＳＩＡ貿易株式会社 4011701020934 高純度ミックスメタル製造で有害使用済機器リサイクル産業へ新規参入 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＢＵＮＮＹ 7011001143739 ペットの健康ケアフードを店とＥＣで販売するハイブリット店経営 佐久間　達也

関東 東京都 中野区 笑姜や ジンギスカン専門店への新分野展開による顧客訴求力・オペレーション能力低下の解消 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 練馬区 クオラ整骨はり灸院 現役サロン女性経営者がノウハウを伝授するオンライン講座授業 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＤＧＰアカデミー 4013301042714 英語プリスクール運営のノウハウを活かしたオンラインレッスンサービスと夜間英語学童事業への展開 森　憲一郎

関東 東京都 台東区 Ｆ＆Ｐジャパン株式会社 6010501043805 既存店舗を改装してモデルルーム化、スムージーのオフィス内無人販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 台東区 株式会社アジアツーリスト 2010501038668 訪日外国人旅行者と地方観光事業者をつなぐプラットフォーム構築事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 Ｙ．Ｅ．Ｄインターナショナル合同会社 8010703003423 ユーズド着物をリサイクルした１点ものの小物制作・ＥＣ事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 合同会社クランプ 7020003008164 エンタメ業界のイニシアチブを取る能動的なビジネスモデルへの変革 渡辺健二

関東 東京都 豊島区 有限会社縁 3013302019852 無農薬野菜を使ったカジュアルフレンチへの事業展開 増田　考邦

関東 東京都 台東区 株式会社イワムラ紙工 2010501017127 ひな人形向けの高機能なデザインパッケージの開発・製造 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミウ 1013201014056 ＤｔｏＣ通販事業会社のマーケティング支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中野区 株式会社エルクラシコ 9011501017399 栄養満点で高機能×産地直送のフレッシュな味わい×満腹感のある健康ジュースの店頭販売 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＦＰ 2011101058726 金・貴金属・ブランド品買取に特化した「売るナビ青梅店」の運営 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 新宿区 有限会社ラーディクス・シイ・ピイ 7010902016111 食・酒をカジュアルに楽しめる新感覚の肉ダイニング事業への参入 永田　朋之

関東 東京都 江戸川区 ヘアーサロン筑波 地域密着理髪店が行う、脱毛サービスへの事業転換 今井　康晴

関東 東京都 港区 株式会社ミナデイン 9010401139485 新橋サラリーマンメインの飲食店経営から東京北区飛鳥山公園でのファミリー向けレストラン・テイクアウト事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 江戸川区 株式会社リアルウィンフード 2011701022024 ウィズコロナに対応した内食・中食・外食に対応するからあげ専門店 魚谷　康行

関東 東京都 足立区 ピー・エス・シー株式会社 6011801013539 Ｂｅａｃｏｎ／ＩｏＴ活用のソフト開発による印刷・製本業の生産工程の見える化 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社エアース 6013202014273 教材デジタル化によるＡＩ機能搭載端末を使用したオンライン授業サービスの展開・業態転換事業計画 井上大輔

関東 東京都 杉並区 リモグラフ 頑張り続けた中高年男性に送る渾身のワンカットで家庭に再び談笑を 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社やまの 1010001184781 飲食店で培った接客ノウハウを活かしＦＣ加盟で個別指導塾を開校 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 港区 株式会社アタム 6010401141097 ウィズコロナを見据えたオンラインイラストスクールの開講 クレア税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ファーストページ 2010401025543 「ＡＲ技術」を駆使した結婚式会場の選定サポート事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 府中市 株式会社グローバルキャリアステップ 5011501025372 シニアを糾合して外国人に日本語を教える 菊地　智博

関東 東京都 大田区 合同会社Ｄ．Ａ．リフォーム 5010803003516 立地戦略にこだわった自社施工型パーソナルジム構築 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムアールエス 9020001089238 人材派遣からシュークリームの持ち帰り専門店への新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 文京区 マイクロベース株式会社 3010001193855 少子高齢化と高生産性社会に貢献する空き家予測システムの開発 魚谷　康行

関東 東京都 府中市 株式会社トキンファクトリー 9011001060255 システム開発事業者によるＩＴマッチングプラットフォームの運営 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ライブジャパン 7011101041660 コロナ抗体検査も可能な複合型エステサロンの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 練馬区 カフェ　モフリー 本格ベーカリー器を導入し、テイクアウト等「中食」事業の参入とカフェ業の底上げ 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 昭和梱包運送株式会社 4010001003328 自動車及び内燃機関機器のメンテナンス事業への新分野展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 港区 株式会社ドライブコミュニケーションズ 6010401089519 人の保育園と同様に、愛犬をお預かりしドッグトレーナーが各々に最適なトレーニングをおこなう。 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社キューズ・デザイン 9011701009196 フィットネスサービスのマッチングアプリ提供によるラットフォーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社放映新社 5120001149605 演劇のプロが直接指導　「こころの病」改善に特化した演劇教室の開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 墨田区 めん屋そら 当店独自の宣伝力・サービス開発力を活かしてサロン運営に挑戦　飲食業界の長時間労働を解決 トキワコンサルティング株式会社
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関東 東京都 千代田区 株式会社カリカワ 3010001014210 高級婦人服の製造技術を活かし、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 文京区 一般社団法人悠希会 6010905003611 すべての子供に幸せな未来を！教育格差・貧困解消を目指す障がい児童福祉事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 世田谷区 吉本環境設計株式会社 2010901012594 ３次元ＣＡＤ導入を活用した自動集計サービスによる付加価値向上の取組 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 株式会社アウル 3010401096071 家族の思い出作りに貢献　ヘアメイク技術を活かしたフォトスタジオ事業に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 株式会社晴れｌａｂ 1010401150598 リモートレコーディング対応レンタルスタジオ事業による事業展開 森田　昇

関東 東京都 墨田区 合同会社ワールドスタンダード 1010603007695 初心者や女性が気軽に始められる本格的な総合格闘技ジムの運営 野竿　健悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライアド 2011001106428 大切な家族をお洒落に守るオリジナルペットタグ「ＦＵＮＮＹ　ＴＡＧ」の販売 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 港区 Ａｋｕａ ヘアサロン事業からヘッドスパとリラクゼーション事業への進出 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社燦 4011001051960 機械化とＤＸ化による属人性の低い次世代型寿司酒場業態の開発 斎藤　秀樹

関東 東京都 中央区 株式会社シンメトリーＳａｉｋｕ 7010001175503 ウェルネス業界へ進出、健康×美を掛け合わせた新事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社オフィスＭＯＲＩＭＯＴＯ 5010701033549 オンライン・ライブ配信に対応可能なワークショップ兼スタジオの開設 三田　修己

関東 東京都 豊島区 Ｍｃｍ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 8011001114714 中国企業向け、アマゾン出店コンサル・運用代行サービス事業 上田　曽太郎

関東 東京都 足立区 ラバンテック株式会社 3011701019300 全自動害虫駆除装置を使用した害虫駆除事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社フォンテモード 2120001124874 健康ニーズに適合した新サロン「水素サロン」の出店 税理士法人Ｉ　ｄｏ

関東 東京都 品川区 ｆｅｌｉｃｉｔａ株式会社 6010701023887 フランチャイズ加盟による自転車の洗車サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社いちぼ 6010901039378 ウィズコロナ時代に勝ち抜く生産性の高い飲食事業モデルの展開 久保　徹雄

関東 東京都 渋谷区 ラテンビート株式会社 6011001064044 日本未配給の映画のオンライン配信サービスへ挑戦　いち早く注目作を届けます 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社モデルインク 1011001102007 輸入キャンドルのＥＣサイトでの販売事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｍｉｓｓ　ＷＨ 9011501019338 広告プロモーションノウハウを活かした化粧品小売事業の立ち上げ 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 江東区 ＳＥＮＳＥ 若年男性を対象としたセルフ脱毛サロンへの新分野展開 鈴木　ゆい

関東 東京都 台東区 リフレクトアート株式会社 1010501042547 アートを感じる、一点物の製品の製造・販売 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 港区 大川興業株式会社 9010401034018 お笑い×デジタル×多様性×教育事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 シュッとした株式会社 6011101079603 人への投資も見据えたオンライン会員制コンサルティング事業 株式会社ブレークスルー

関東 東京都 北区 株式会社エイジング・サポート 5010401119202 子育て介護職のリモートワーク支援配信事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディー・アイ・ジー・ジャパン 1011001101652 エラスチンを使ったサプリメントの自社ブランド化及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 ｑｏｏｌｌｏｏｐ 開発理論と組織論を組み合わせ、かつＳＥに特化した動画講座の開発 鈴木　崇史

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ちゃんばら 9012801008658 お昼からゆっくり食事を楽しめるうどん店の展開による関連多角化 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＹＯＨＫＯ 2010401145390 カラダとココロのマッチング・ヘルスケア福利厚生事業 小菅　章太郎

関東 東京都 墨田区 株式会社ＬＴＶマーケティング 9010601052661 ママが稼ぐためのオンラインライティングスクール 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 長谷川印刷株式会社 2011001018656 プレミアム印刷と動画の融合で人と想いを繋ぎ地域活性化に貢献 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 八王子市 有限会社ライフ・フードサービス 1010102007395 カット野菜の工場新設とミールソリューション事業 青梅信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＵＱホールディングス 3050001041985 日本一大きいサンドイッチテイクアウト＆デリバリー専門店への転換 北村　亮太

関東 東京都 千代田区 ユーバー株式会社 2010001182677 子どもから大人まで、楽しくて続けやすい手軽なオンラインプログラミング学習事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 原田雅人 元プロキックボクサーが教えるオンライン＆パーソナルジム事業 梅景　幸一

関東 東京都 港区 株式会社ｗａｓｙｏｋｕ 8010401127805 冷凍食品、冷凍食材を専門に扱うモール型　ＥＣ　サイト事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ 8010601060054 こどもオンラインレッスン＆家庭用英語習得プログラム動画講座事業への新分野展開 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 ふるふらっと合同会社 5011003006565 フォーム営業システムとサービスサイトの構築 さくら税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ニュースター楽器 8011301005282 子供の主体性を尊重した個別指導学習塾の展開 飯能信用金庫

関東 東京都 世田谷区 清澄　正命 日本文化「書道」作品を越境ＥＣサイトで海外へ販売する新分野展開事業計画 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社日新 2010001053465 特許を活用した新製品のミニモデルによる実演販売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社富田染工芸 3011101014562 東京染小紋・江戸更紗型紙を活用した手染め伝統技法による広幅染の洋装品開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｆｕｌｌ－ｃｏｕｒｓｅ 1012401032834 イタリアンバル経営者による、誰もが一年中通えるラーメン屋への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 大田区 モアナ 環境に優しいエシカルな宝飾品の製造販売 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ＰＩＮＧ‐ＰＯＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9013301049399 卓球ＤＸ！非接触型の大会運営及び卓球界活性化のためのアプリ開発 松尾　基司

関東 東京都 練馬区 有限会社ＨＫ 1011602022454 新分野展開【「”健康経営実現のためのワークショップ”」と「個別相談員サブスクリプション」】 西田　秀男

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ　ＭＵＳＩＣ 1010001183230 東京駅に所属アーティストのアンテナショップレストランを開店 松田　亮

関東 東京都 足立区 株式会社福伸トラスト不動産 1011801031644 ゲーミングシェアハウスと不動産コンサルティングの相乗効果発揮計画 有限会社アサートアンドトラスト

関東 東京都 八王子市 株式会社ロボットライド 7010101014890 転倒防止装置を活用した装着型エンターテインメントロボット貸出業への業態変更 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 ＰＬＵＳ８１株式会社 2010401117745 新しい「食」との関わり方　　飲食店×食料品販売店 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＥＳ　ＶＯＵＳ 1010401135566 非対面で行えるＷＥＢシミュレーションシステムを使ったパーティークリエーション事業 渡邉　優

関東 東京都 中央区 株式会社ほほえみブレインズ 4010001112161 自社ブランドジュエリーの店舗展開からＥＣ展開による業態転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 板橋区 ＮＢＷ株式会社 6011401020274 強みのＩＴと中国文化とのつながりを活かしたオンライン京劇体操事業への進出 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社シンプルプラン 4040001089653 医療業界向け受電サービスホスピタリティーヴォイスによる業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 品川区 有限会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡ 5010702015331 完全無人化「アート作品も展示販売する貸しスペース」をプラチナ通りに開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＩＭＰＥＲＩＡＬ株式会社 1011001064610 地域連携とカーボンニュートラルに資する熱海ワーケーション事業 米森　達也

関東 東京都 新宿区 合同会社エストレーラ 1011103008151 リラクゼーション・マッサージのＦＣに加盟し、人々に癒しを提供 寒竹　淳

関東 東京都 中野区 有限会社コビー 1030002036294 オンラインと実店舗による新しい教育ビジネス『ビリヤードアカデミー』 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 合同会社クロススリー 3010703004797 少人数向けで差別化を図るライブコマースサービスの展開に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社サウンズオブメモリー 3011001128917 プロも使用可能な設備を備えた映像・音楽制作レンタルスタジオ事業の開始 森田　昇

関東 東京都 台東区 株式会社クオリスコーポレーション 1010501025667 遊技機販売からｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナ時代の“一人牛鍋”専門店へ業種転換 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 グレイスソフト株式会社 6010801022343 純国産電子メールクラウドサービス「フミヨイ」の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 スモールサウンドラボ 手ぶらで利用できる楽器演奏用レンタルスペース提供事業 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社アールベース 1011001115693 プロアスリートの指導を「自宅やジムで」受けられるハイブリット型エクササイズジム 野竿　健悟

関東 東京都 北区 株式会社ノーツ 5011501017329 赤羽名物『王様のたまごパン』の急速冷凍加工による全国展開 白川　淳一

関東 東京都 杉並区 コノマツ ポストコロナを見据えた非ホテル立地での地域資源活用型の宿泊所運営 嶋津幸男

関東 東京都 立川市 福島重機株式会社 5012801006483 中小事業者だからできる電気チェーンブロックのリース・レンタル事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社新宿マルミ 6011101009923 駅地下のテナントを活かし、高まる需要に応えた安価かつ質の高いセルフホワイトニングのフランチャイズ事業展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 北区 株式会社ケア・ウイング 4011501017593 介護事業者検索ポータル情報サイトの運営事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｅｎ　Ｃｏｌｏｒ 9011001113005 ヘアメイクプラットフォーム化による事業拡大 東京商工会議所

関東 東京都 青梅市 ヴェリタソファ 自社カバーリングソファの製販による持続可能なソファ生活の提供 青梅商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＬＯＲＦＵＬＬＹ 4010401104980 フリーランス案件管理アプリ開発によるＤＸ新分野展開 未来経営パートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ディアマン 4010401086006 ３Ｄモデルを見ながらデザインを決められる富裕層向けオーダーメイドジュエリー製造販売 塩津　友輝

関東 東京都 渋谷区 ライムズ株式会社 5012401032302 アスリートのデュアルキャリアを支援するフードビジネスの新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 オールフォーミィ株式会社 3010701030853 秋葉原からアイドル・コスプレ衣装の魅力を世界に発信するイベント企画事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＳＣ 7011001097943 動作分析機能付き、世界のコースが回れるシミュレーションゴルフサービスの開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＴＹＬＥ 3011001068964 奄美大島で採れたオキナワモズクを使った、トータルスキンケア用品の販売 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｇｒａｎｉｔｅｓｗｅｅｔ 2012801009407 オリジナルジェルネイル「Ｂｅｉｎｇ　Ｊｅｌ」の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社コードプラス 5013301023390 ＳＮＳキャンペーンの主催者側と応募者側の不便・不安を解消するシステム管理サービス「Ｏｍｏｒｏ（オモロ）」の運営事業 田中　謙二

関東 東京都 荒川区 株式会社修護 4010501032140 日本の文化財保存修理技術の承継と光学分析の活用による新分野展開 小原　恭子
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関東 東京都 調布市 ぐりーん 次世代後継者が取り組む、存続をかけた「二毛作店」への店舗展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヨシダ製作所 2011001124470 経営資源を活かしたアートイベント＆アーティスト支援サービス カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 世田谷区 有限会社ドラグフリー 2010902010936 次世代「立体音響」録音事業による業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 豊島区 ノースフィールド株式会社 9013301022645 大手ＥＣサイトブランドによる新商品提供でＥＣ事業へシフトチェンジ！ 森　健輔

関東 東京都 千代田区 フォレストテクノロジーサービス株式会社 4013101007099 森林の未利用材の有効活用も可能な薪販売 有限会社えんがわ

関東 東京都 品川区 株式会社バリュープロモーション 4010701018055 医療機関からの患者への情報提供プラットフォームの開発、上市 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社トモエ商事 1013102002977 運送業の「半導体トレイ運送」及び「流通加工業」・「倉庫業」への新分野展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 東京都 千代田区 株式会社スパシアル 1010001163190 好立地なＣＡＦＥの空きスペースを一時的スペースとして貸出し有効利用する パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 練馬区 れいデンタルクリニック 駅前歯科クリニックが託児所機能併設で地域の健康と福祉を支える新分野展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 練馬区 アーバン・フィールド有限会社 2013302019465 デジタルやアート思考による美術品市場の構造転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 新宿区 株式会社コムネット 8011101007149 歯科医院向けサービスのＷＥＢシステム一本化による業務革新サービスの提供 水谷　弘隆

関東 東京都 台東区 株式会社レジェンド 3010501034823 地域の人脈と社員の接客能力を活かした居酒屋店の新規オープン 税理士法人大山・豊田会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社タカノ 5013201003484 就職活動及びインターンシップ向け動画作成事業への新分野進出 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社和宏 9011801013057 レザークラフト教室を主体とした複合カルチャーセンター運営事業へ新分野展開計画 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ぺちみん 3011101079960 ゲーム楽曲制作会社が専用スタジオ新設で声優養成事業を開始 松尾　基司

関東 東京都 板橋区 イルミカライツ株式会社 3011201020386 ＬＥＤ専門店が空間を創造！多機能カフェ「ｉｌｌｕｍｉＣａｆｅ」 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 ジェイアイティーグローバルサポート株式会社 9010001160313 ＳＯＳアプリの開発によるインバウンド／アウトバウンドマーケットの開拓 昭和信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社倉持商事 1013301022157 大衆居酒屋からファミリー＆女性向けの個室和食堂へ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 合同会社ブルイエ 9013303002083 飲食業から子どもの成長を支援する体操教室事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 西東京市 ＳＨＩＮＩＮＧ株式会社 4012701014389 林業の人材確保とイメージアップを図る情報を発信するプラットフォーム整備 東京都商工会連合会

関東 東京都 中央区 株式会社ティーズフューチャー 8010001087805 中古情報機器販売支援システム構築による資源循環型事業モデルの確立 あいわ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｗｏｒｋｓ 5010001145631 アスリートと学校の部活動を繋ぐ、専用システムの運営 丸山　敏幸

関東 東京都 江戸川区 合同会社Ｓｔｙｌｅ　Ｖａｒｉｅ 7010603004588 ＤＸに取り残されない、高スペック中古ＰＣ販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ベリンダ 1010001191893 気軽にハワイ気分が味わえるＳＮＳ映え抜群ハワイアンカフェの新規開業 西浦　啓一郎

関東 東京都 目黒区 株式会社ルドファン 3013201006431 捨てればゴミ、活用すればＳＤＧｓ。カーテン残布でエコ活！ 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社パシフィックオーシャンツアーズ 3011001028654 海外リゾート旅行を自動で計画、予約ができるシステムを構築する 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 武蔵野市 株式会社レセルカーダ 5012401024927 サンドイッチ専門店による軽アウトドア体験の提供 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社エイジー 2010001185003 還暦や七五三などの記念日インタビューの映像撮影スタジオ事業 渡邉　賢

関東 東京都 墨田区 有限会社ＫＳＰ 7010602034066 コロナ禍でも気軽に楽しめる焼肉店を展開！主力事業を転換する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 株式会社スタジオ・ケイグループ 5010901014076 オリジナルの手作りクッキーを主力とした菓子製造小売への進出 中居　広行

関東 東京都 品川区 神名美容室 新分野展開による日常生活圏内の生活関連需要の取り込み 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 品川区 株式会社アロット 9010701025468 自社のＥＣサイトによる焼きいも、生さつまいものオンライン通販 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 あいね 会員制日本製品限定越境ＥＣ 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社グローバルエイチアール 6010001189660 ゴルファーの未来を創る！キャリア支援と一体で行うゴルフ練習場開設事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 東京都 多摩市 株式会社バーニングトライブ 2012401034813 ＮＦＴデジタルクーポン制作事業に進出し、地域飲食店の活性化を支援 松永　俊樹

関東 東京都 新宿区 福音株式会社 5011801027341 韓国カフェ文化を発信！飲食業への挑戦計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 マザーアース有限会社 9010902024888 地域資源を活用した和精油・関連商品製造設備新設と化粧品製造業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ストレッチサポート 8010601040997 長野の人・企業と創るアウトドアメディア運営・マーケティング支援事業 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 東京都 狛江市 みやび 復活への第一歩は地道な実績作りから。自主映像制作で俳優の未来を開拓。 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 有限会社ブロウ 8010702013893 スポーツバーｊｕｉｃｅ新事業レンタルスペース化プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ブライダルアーツ 8011001055322 「３６０度カメラ・ＶＲ技術で自宅にいながら、まるで会場にいる感覚。革新的ＶＲリアルタイム配信レンタルスタジオ運営 山梨県商工会連合会

関東 東京都 中央区 株式会社宇土 4010001037788 ニーズの高いビジネス英語の完全オンラインコーチングで売上回復 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｆｅｅｌ　ｇｏｏｄ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 3011101047216 表面加工のデザイン性が高い廃棄物循環素材の開発とＥＣ販売の革新的事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社狐福工房 9013101007664 クリエイター志望者のためのクリエイター養成学校兼Ｖｔｕｂｅｒ事務所事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 江東区 株式会社グローリー 6010601061525 女性の輝きと社会進出を支援するグループホーム事業への参入 鈴木　ゆい

関東 東京都 国分寺市 株式会社　ＮＡＹＵＴＡ　ＳＷＥＥＴＳ 2012401019426 栄養補助食品の生産販売事業への参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 Ａ．ｌｕｘｙ株式会社 1011001072753 人気写真家がプロデュースするギャラリー兼レンタルスペース事業 増田　考邦

関東 東京都 町田市 三協パイオテク株式会社 7011001068952 粉塵爆発から職場の安全を守る本質安全防爆型粉体用流量計の開発 町田商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社サウンド・プロジェクト・ムジカ 6010801004291 有観客のコンサートから無観客配信サービスへの新規参入。 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社フロンティアコンサルティング 6010401084791 不安材料を解消する発達障害児等の家庭向けＷｅｂコンテンツ提供事業 野竿　健悟

関東 東京都 品川区 株式会社タクシーアド 7010401099789 タクシー業界６０年以上の顧客基盤を活用した、人材紹介業への挑戦 小倉　裕樹

関東 東京都 品川区 株式会社ネコの手 4010701026256 アプリＯＥＭ開発＆ＲＰＡロボットによる飲食店向け販路拡大プロジェクト 長岡　孝之

関東 東京都 目黒区 有限会社おおさん 7013202008621 テレワークとアクティビティを両立する小規模宿泊施設の新展開 川橋　隆則

関東 東京都 新宿区 讃岐のおうどん花は咲く若松河田店 居酒屋時間の飲み客に依存した収益モデルからの脱却＆低コスト焼肉・ホルモン店へ事業転換 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 チェリーブロッサム合同会社 2010403010015 炭火焼プロのアドバイス、食材提供付オートキャンプ事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 フォーチュンネイジュ 占いサービスでの新分野展開：手帳販売による新ターゲット開拓 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 新宿区 株式会社Ｒｅｖｉｅ 8011101079907 世の男性の自信を磨く！メンズ美容への事業展開 森　憲一郎

関東 東京都 港区 株式会社東京美食Ｌａｂｏ 3010401146784 高品質レトルトブランドカレーの国内外展開及びマーケティング 高松　佑

関東 東京都 調布市 株式会社ＳＨＩＰ 6013301030782 ＳＨＩＰオリジナルメニューのＥＣ販売化による業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社ミルキーウエイ 6013201005760 廃棄０を目指すベーカリー製造計画 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ウエストバウンド 3010401045111 スチール撮影スタジオから、動画に対応する新サービスの展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 ビーヴィエステート株式会社 5010001176296 外国人向けレンタルオフィス事業の企画、運営 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社一期一会 9011101076746 渋谷表参道でのシミュレーションゴルフ事業への参入						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 武蔵野市 有限会社はっかにぶんのいち 2012402020498 テイクアウト餃子専門店出店とオンライン及び卸売餃子販売事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アルタクラッセ 3010001115173 体験型無人店舗での販売支援サービス✖バーチャル店舗を相互活用した　専門店事業 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 クレイテプス株式会社 3010401069845 デリバリー特化型のシェアキッチンを設立し、コロナで元気のない地元飲食店のＰＲ及び活性化」を図る 兒玉　洋貴

関東 東京都 調布市 有限会社夕焼け企画 6012402015560 新ジャンル「総合飲食店」への挑戦 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 有限会社タートル 8010902007761 ＥＣサイトを活用した貴金属のオンライン販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 特定非営利活動法人ＣＨＡｒ 1011205001814 コミュニティネット（仮）社会的事業者と不動産オーナーを繋げるプラットフォーム事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＰＲＩＮＧ 9010401102963 幼児を育てる保護者の不安や悩みを解決するオンライン食学講座の運営 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社ペガサス 5011501017493 外国人向けを中心とした不動産仲介管理 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 有限会社信光ハウジング 6013302019602 コロナ禍でも市場を回復させているアジア料理店への新分野展開 高松　佑

関東 東京都 豊島区 株式会社ＴＥＲＭＩＮＡＬ 5011101067708 シナジー効果で売上ＵＰ！板橋区を盛り上げる野球教室 下山　秀雄

関東 東京都 新宿区 株式会社パイプライン 5011101062444 ＷＥＢマーケ事業から新分野の巨大ジオラマＹｏｕｔｕｂｅ事業に 原田　貴史

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイミリー 1011001103624 顧客間のシナジーを最大化させるスペースレンタル事業 伊藤　文彦

関東 東京都 中央区 株式会社ロワ 3010001127441 安価で高品質な日本製フットファイルの開発提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 あきる野市 株式会社ＭＯＮＥ 7013101005075 美容機器販売店が手がけるメンズ脱毛サロンの開業 税理士法人清正

関東 東京都 板橋区 Ｂｒｏｗｎ　Ｏｎｉｏｎ＆Ｃｕｌｔｕｒｅ株式会社 2011401021854 カレーの名店が挑戦する地域名物ご褒美パン・焼き菓子専門店事業 青山裕之

関東 東京都 世田谷区 サンプロテック株式会社 5011001049491 こだわり素材の無添加シフォンケーキを装飾冷凍自動販売機による非対面販売 東京商工会議所
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関東 東京都 文京区 一般社団法人知恵ゲツェ・リン文化交流 6010005028575 イベントで利用している施設の中に、オーガニック食材中心のチベットモンゴル料理レストランを作る 税理士法人つなぐ

関東 東京都 中央区 株式会社シュール 9010001149579 ヒト由来幹細胞培養上精液を活用したノンニードルメソセラピー育毛サロン事業 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 板橋区 株式会社アイリー 2011401017448 無人ジムの経営及びフリーランス•トレーナー対象のオンラインサロン経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社四谷工房 1011101037268 下請けからの脱却を図る計画 税理士法人田尻会計

関東 東京都 新宿区 ａｎｄ　Ｎｅａｒ合同会社 9011103009092 古民家を活用し、リモートワーク環境を整えたワーケーション施設を開業 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 目黒区 株式会社エイチ・エー・デザイン 2011001070459 ビジネスホテルや賃貸オフィスビルにおける冷凍食品販売事業の展開 矢岳　幸太

関東 東京都 台東区 株式会社清てん 7270001007481 健康と利便性等をテーマにした調理済冷凍食品の自販機販売の展開 笑顔商店株式会社

関東 東京都 葛飾区 ＦＬＥ’Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 1011801018600 チーズを用いた新商品「チーズン」のＥＣ・キッチンカーおよび古民家風カフェでの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社シャムロック 8011001072945 対面式ライブイベント制作のノウハウを活かした、新たなオンラインライブ企画運営、ＥＣを用いた物販反販売事業への進出 税理士法人横須賀・久保田

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＭＣ 2011101082800 サブスク型古着レンタルと会員制の古着ＥＣ販売 坂本　亮

関東 東京都 調布市 株式会社三晴工業 6012401007757 老舗金型製造業によるカスタムゴルフクラブ製造事業への事業転換 星野　裕幸

関東 東京都 港区 株式会社ＹＯＨＡＫＵ 3010401134649 自社開発した機能性飲料販売への事業転換とＥＣサイトの構築・活用 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ブランディーユ 古民家を改装したガーデン併設のイベント企画運営及びレンタルスペース事業 濱高　大

関東 東京都 府中市 株式会社東陽製作所 9012401001179 試作業務確立による電動化製品企業向け販路拡大計画　～開発支援・量産支援パートナーへの挑戦～ みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社ＡＩＺＥＮ 8011002020341 自社の強みを活かした新商品導入と新たな市場分野への販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社新橋ベーカリー 4010401014701 食のダイバーシティに対応したビーガン用プレミアムパンの安定生産計画 株式会社ネクシオ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルコントロール 9013301032033 非対面によるオンライン学習システムの導入 白井健吾

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｏｎｃｅ 6010901025709 自社アパレルブランド製品の廃生地を再利用して新たな洋服を作る 仙波　洋平

関東 東京都 目黒区 有限会社フクイフーズ 2013202012132 日本人の好みに合うタイ料理店への業態転換で事業復活を狙う 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ３５８株式会社 1011001124059 誰でも簡単にプロ並みの写真、専門知識不要のセルフフォト事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社シュリット 3013301005960 リハビリトレーニング事業への展開による事業再構築 中村　貴彦

関東 東京都 世田谷区 シャルム 看護師の活躍の場を広げるアートメイク・スクール＆プラットフォーム事業 浅井　政晃

関東 東京都 町田市 株式会社ぱとなコミュニィティーエンタープライズ 5012301006001 地域中核病院が地域医療連携促進を標準化できるシステム構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 株式会社トランプフラワーズ 5011001107183 花屋小売業からサプリメント販売事業の新分野展開。癒しを求める方への新しい身体のサポートを開設 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社五感 8011001056849 ＡＩを用いて、美容・健康の増進や心理カウンセリングをリモートで行うサロン事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社エイジェーインターブリッジ 5011101053138 石川県長町の銭湯復活による地域活性化プロジェクト 税理士法人エム・エイ・シー京都

関東 東京都 目黒区 株式会社リョーショク 7010801024685 栄養士監修のゴーストレストラン及び食品物販サービスの展開 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 中央区 Ｊ＆Ｗネクサス株式会社 3010001190365 Ｅラーニングシステムによるｊａｖａ特化型非対面ＩＴ人材育成塾 若杉　拓弥

関東 東京都 中野区 野方たん純 牛タン専門居酒屋から脱毛サロンの新分野展開 大塚　伸宏

関東 東京都 練馬区 株式会社ナインサンズ 2011601023527 冷麺専門店の出店及び冷麺製造事業への参入 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌａ　Ｍｅｒ 5010001206375 隠れ米どころ兵庫県産のおにぎりを提供するカフェの出店 長田　和弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社３Ｃ 1011001130156 中高年層向けプライベート脱毛サロン ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 Ｌａ－ｓｈｒｉ白金高輪 コロナの影響で需要が高まっている「痩身エステ」事業への進出 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 品川区 株式会社ユビニティー 7180001105278 電力使用量の可視化と削減を実現するシステムの開発による新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社デュマン 2011701013626 結婚コンシェルジュから、旅行コンシェルジュへ 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 大田区 有限会社オーイーシー 5010902024990 ３０歳から５０歳代をターゲットにした複合型カフェダイニング 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 調布市 有限会社トゥフロント 3011002023415 正看護師が常駐する障害者就労支援施設の開設 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社スクワッド 3011001042837 サッカー選手名鑑雑誌のデジタル化による新たな収益事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 ネクスト株式会社 1030001095556 オンライン完結型の企業間取引マーケットプレイス「Ｎｅｘｔ」の構築と提供 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 有限会社スペースエムプロジェクツジャパン 1010402017227 住空間に寄り添うアート、工芸を提案するギャラリー事業 小林　雄紀

関東 東京都 渋谷区 アイディアルボディラボ 子供向け運動教育サービスの新規立ち上げによる地域貢献と雇用創出 税理士法人　米田会計事務所

関東 東京都 港区 ａｎｄＳｔａｒｔｕｐ株式会社 1010401154814 経営コンサルティング企業から自習室運営企業へ転換 長田　正人

関東 東京都 狛江市 有限会社ピアスアイル・コーポレーション 5012402014522 ドローンを活用した空撮情報支援サービス 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ディライト 1010401094473 顧客満足度とサービスを数値化し、店舗サービスの改善と集客促進を目的とする新たなアプリの事業化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 アドラッシュ ネットショッピング集客に特化したＷｅｂ広告デザイン事業への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 葛飾区 コーヒーバー　ゼロヤ ｅコマースとオープンテラスを活用することでコロナ時代に対応したカフェ運営 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 港区 ＥｉＧＨＴｉＥＳＴ 男性向けパーソナルビューティーサロン『ＥｉＧＨＴｉＥＳＴ』出店による事業再構築 灘部　隆志

関東 東京都 新宿区 株式会社ｓｉｘｌｉｎｅ 2011101078006 ポストコロナ・ウイズコロナ時代のサロンワーク教育学院と実践 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 品川区 株式会社Ｔ＆Ｐ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 5010701033103 企業価値最大化とワンストップで生産性向上できる業務改善×ＤＸビジネス 多田　陽子

関東 東京都 中央区 株式会社アクシスジャパン 1010001035456 【韓国発日本育ち】独自開発の安心・安全な美肌化粧品のネット通販戦略 東京商工会議所

関東 東京都 港区 Ｃｕｓｔｏｍ　Ｍｅｄｉａ株式会社 9010401084789 ＧｏＣｏｎｎｅｃｔデジタルプラットフォーム構築と運用 東京商工会議所

関東 東京都 西多摩郡檜原村 特定非営利活動法人フジの森 8013105001334 自然体験プログラムと連携した初心者でも安心なキャンプ場事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｗｉｎ　Ｓｔａｒｓ 7010501032105 地方農園のフードロス食材を使用した粉末加工ＬＡＢＯ「ＣｈｅｒｉｓｈＬＡＢＯ」の立ち上げ 岡江真一

関東 東京都 足立区 有限会社エンドウ建装 9011802024342 新分野展開として建築用ガラスフィルム施工の請負を開始することによる事業再構築 小島　麻里

関東 東京都 新宿区 サンシード株式会社 4011101061249 地域資源と魅力を乗せて。ＳＤＧｓなフードトラック、ＥＣサイト 株式会社愛媛銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブラスデザイン 9011001049942 自社商品のショールーム機能を兼ねたお洒落なフィリピン料理店を開業し、顧客層を拡大 坪井　亮

関東 東京都 墨田区 ユニバーサルスタンダード株式会社 5010601020705 オーガニックサプリの独自開発及びＥＣ強化による収益改善事業 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 合同会社北澤潤八雲事務所 2011003008853 アジアの職人たちと国を越えて協働する！「Ｓｔｕｄｉｏ　ＫＩＴＡーわたしたちの工房」 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 豊島区 合同会社ｉｒｏｉｒｏ 4011003006847 インターネット展示会を活用した販路開拓 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社ユーミックス 9013301022050 海外から高度専門人材を受け入れる日本企業の多文化共生 坂上　信一郎

関東 東京都 大田区 馬肉バル　プニー 少人数で滞在しやすいワーケーション向け飲食店 さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 堀内彩虹 新スタジオ、オンラインで実現！団体・企業向け　ボイストレーニング事業 河村裕司

関東 東京都 台東区 ＮＵＭＢＥＲＺＥＴ株式会社 8010501041402 自宅やオフィスでの快適な空間作りのためのアートレンタル事業 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社イーナ 5011402018194 ワーキングデスクの開発・販売による思い切った新分野展開 鈴木　正子

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｒａｆｔ 5010001162767 既存事業との相乗効果も発揮可能な脱毛サロンへの進出 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社エナジー 9030002100968 ＤＸ化が進むオフィスビルのメンテナンスサポート事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 町田市 株式会社ソフト開発 3012301001350 受託開発ソフトウェア業から地域のＤＸを推進するＳａａＳ企業への事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社グローアークス 3010401112530 飲食プラットフォーム構築・運用事業 西武信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ワトソンズ 6011601007518 工芸技術と生活文化の継承を名品の復刻とＥＣでの販売で実現 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社スクエア企画 1010003029828 ＥＣサイトと店舗での美容商材販売及び美容商材販売に関するＦＣ展開 井上大輔

関東 東京都 文京区 エイトセンシーズ 映像に特化したシェアオフィスと動画制作スクール運営事業 伊村　睦男

関東 東京都 品川区 ソレイワ株式会社 9010401146556 がん患者さん・サバイバーのこころとからだのケアアプリ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 エムスラッシュダブリュー合同会社 2120003015452 海外デザイナージュエリーと小売店のマッチングビジネス 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 日本文化に根差した高付加価値商品を販売するインバウンド向けＥＣプラットフォーム事業 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 港区 株式会社アーチパブリケイションズ 2010401083112 電気自動車オーナー向け会員制　Ｗｅｂメディアの開業と運営 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 ハチクマカフェ ＥＣ通販とテイクアウト事業の開始で販路開拓！ＳＮＳ販促でコロナ禍を生き抜く！ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 株式会社えんらいと悠 2010701036538 オンライン完結型の「近藤式内臓機能回復法」セラピスト育成スクールの開設事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 いろはカンパニー株式会社 7010401132847 女性向け美顔サロンが提供するメンズセルフエステ事業 株式会社ＲＡＤ

関東 東京都 港区 ブルームーン・マーケティング株式会社 8010401088790 海外メディアと日本の宿泊・観光施設のマッチング・プラットフォーム構築 東京商工会議所
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関東 東京都 台東区 株式会社くるま屋 8010501027814 人力車製造のノウハウを活かした「リヤカー屋台」と「ミニ人力車」の製造による新分野展開 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社一期 1011001113912 自社オリジナル製品＋美容・健康商品の中国向け越境ＥＣ事業 中居　広行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＶＩＮＣＯＮＴＲＯ 5010401116884 ワインバーから一次会向け「大人ネオ居酒屋」への業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 アイ　ウィル 『犬との生活を楽しむサービス』をワンストップで提供する複合犬関連ビジネスへ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 東京光冠容器株式会社 8010501009267 自社店舗のオープンとＥＣサイトの構築によるＢｔｏＣ販路開拓事業 野口　和義

関東 東京都 町田市 株式会社たびかん 2012301009089 国内観光口コミサイト利用者と宿泊施設のマッチング支援事業 清水　一男

関東 東京都 品川区 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｔｙｌｅ 東京から世界へ発信するメイドインジャパンのオーガニック 稲田英一郎

関東 東京都 府中市 ジョーズブリュー オンライン化による配信とレッスンの新分野展開 むさし府中商工会議所

関東 東京都 渋谷区 レディゴ 外見と内面を美しく整え、楽しく婚活から成婚までをサポートする婚活サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社三秀 2010001044200 板金加工技術を活かした電動建機用ＡＳＳＹ部品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＣｒｏｗｄＣｈｅｍ 8010801032670 グリーン分野にフォーカスした化学データのプラットフォーム事業 佐藤淳

関東 東京都 大田区 株式会社トモエ 2010801017628 難削材の精密加工と短納期を実現。車載用蓄電池製造装置への挑戦。 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ｏｖｇｏ 7011303003649 植物ベースの健康・環境に優しいオリジナル焼き菓子を強みに新商品開発と販路多角化を進め、売上拡大へ挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 荒川区 株式会社　ＣｕｂｏＲｅｘ 3110001031385 クローラ技術を応用した不整地における土木インフラの電動化事業 浜松磐田信用金庫

関東 東京都 目黒区 石山ネジ株式会社 9013201000560 電子ビーム蒸着装置の一貫生産ラインの構築による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 港区 ＹＵＩＭＥ株式会社 7010001148302 農業の活性化のため、求職者と農家の適切なマッチングを目指す求人支援及び農家の規模拡大支援事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社佐勇 9010401090531 食品ロス問題解決に資する食品加工工場の建設と新システムの構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ファイアーキッズ 4010001223669 経営コンサルタントの新たな価値創出「ヴィンテージ時計」による市場と社会の変革 経営標準化機構株式会社

関東 東京都 品川区 濱井産業株式会社 1010701008133 次世代パワー半導体向け表面処理装置の開発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 ＪＡ三井リース株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社スリーエス 2010001115918 地球環境にやさしいミネラルとリサイクル技術のＢＣＰシステム事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 ＤＥＮＧＥＮ株式会社 7340003001640 太陽光発電と蓄電池を活用した新たなビル用電源システムへの新展開 土井　康二郎

関東 東京都 台東区 日本アイ・エス・ケイ株式会社 1010501003516 無人集配デポ金庫製造への進出 株式会社筑波銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｅａｓｔ　Ｈａｒｂｏｒ株式会社 4011001107696 循環型環境社会を創る「ムラサキイガイ天然資源再生化工場」の開発 グラビス税理士法人

関東 東京都 文京区 Ｆａｉｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ株式会社 9010001116075 クリエイター等の個人・個人事業主向けウェアラブルサービス提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社太和ホールディング 1010001146245 水平リサイクル１００％を実現するプラ製物流パレットのアップグレード化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 八王子市 ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社 9010101008362 Ｓｏｌａｒ　Ｍｏｂｉｗａｙの技術基盤の盤石化を目的とした新拠点の建設 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社丸山製麵 3010701009360 丸山製麺ならマルっと解決！冷凍専門共配事業でＣＯ２削減 芝信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社オートアベニュー 2012701002098 地域の次世代エコカー　フルサポートサービスステーション事業構築計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ニチモ 8370001039638 両面発電モジュール発電システム「マルチシステム」研究開発販売計画 細谷晋一郎

関東 東京都 品川区 株式会社しんがり 1010401074343 電気自動車に関する情報プラットフォーム「カースモーラ」事業 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 中央区 ４ｔｈ　ＳＱＵＡＲＥ株式会社 9010001142204 地域活性化に貢献するパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 足立区 中華王 「肉まんが名物の中華料理店」を目指して新分野展開 山川　博久

関東 東京都 江東区 有限会社千味福田家 3010602022719 豊洲エリアの居酒屋が新展開！ゴルフ需要の商圏化による再構築事業 須永　達也

関東 東京都 荒川区 タカラ実業株式会社 7011501007476 事業者向けクリーニングへの新たな展開により経営基盤を強化する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 台東区 東洋商事株式会社 8010501009127 仕入れ力・メニュー開発力の強みを活かしたテイクアウト事業への参入 須永　達也

関東 東京都 新宿区 株式会社エスエイチユー 1011001115520 微生物の力でフードロスゼロへの挑戦 須永　達也

関東 東京都 北区 大鉄工業株式会社 6011501002651 菓子製造業許可付きシェアキッチン貸出事業への新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 台東区 株式会社カルボ 9010501036649 浅草で、レトロな雰囲気の内装店舗にて、和風カレー店を開店する。 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 八王子市 株式会社ヴィクトリー 4010101013788 先端機器を用い最新の保険外療法による効果的な施術を提供する接骨院の開始 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＬＩＭＡＴＥＳＴＡＲ’Ｓ 3010501025756 ＪＲ構内でのリアルイベントと新たに構築するＷＥＢサイトを融合させて全国各地の優れた特産品を消費者にお届けする事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ピースワーク 8011701014593 アクリル板を使用した加工製品の事業化による製造業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 品川区 株式会社ワカエ 4010701010301 精密ブレーキ部品のプレス加工力を活かし医療市場へ新分野展開 佐山　壽一

関東 東京都 台東区 合同会社ＩＳＬＡＮＤＬｉｎｅ 5010803002468 味も見た目も楽しめるフォトジェニック寿司居酒屋の開始 塩津　友輝

関東 東京都 府中市 ムサシ冷凍設備株式会社 7012401019529 ジビエ料理とナチュラルワインのＥＣ・サブスク販売への業態転換 平野智一

関東 東京都 文京区 株式会社メモリカ 5011201020731 革新的な多目的ワーケーション施設を開業し、Ｖ　字回復を目指す。 駒田　裕次郎

関東 東京都 墨田区 株式会社アヴァンセ 5010601042212 町工場が店主の想いを形にする！インテリア小物の製造・販売事業 橘　真美子

関東 東京都 大田区 ＦＣＲ株式会社 5011501009978 潜在的リスクの解決を図る新型伏び管内位置探査サービスの提供 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 大田区 双葉電機工業株式会社 8010801010511 電源装置の受託生産から遠隔保守ユニットの事業化による事業再構築の推進 千葉県商工会連合会

関東 東京都 中央区 レジョナーレ イタリアンジェラートの製造による小売・卸売への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 八王子市 株式会社ＨＡＮＡ 5010101011849 越境日本語教師マッチングプラットフォームの開発・運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 八王子市 株式会社三幸社 4010101012476 需要拡大する私物洗濯分野への新分野展開とコロナからのＶ字回復 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 台東区 株式会社エコスマート 1010501033174 対面営業ノウハウを組み込んだエコスマほけんプラットフォームの提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 大田区 株式会社テクノプライム 7010801007574 ブランド・帰属意識を高めるカスタムＴシャツ販売とデジタル印刷事業の展開 鴫村　武志

関東 東京都 杉並区 有限会社オクギ製作所 4011302001895 最新鋭のがん治療を身近に！重粒子線治療機器部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 大田区 株式会社レクサリンク 8010801027596 水産廃棄物の有効利用による地域活性化事業 札幌商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ツチサカ 7013301007516 関宿発！地域連携力を活かした高付加価値な建機部品製造へ業態転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 日野市 株式会社紀の国屋 9013401005657 日野市初！増加する食育志向と子育て世代をターゲットにした新スイーツ等の製造計画 多摩信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社丸忠商事 8010102006548 戸吹鮨忠”業態転換”「自然豊かな和テラス席での地域交流」 森本　晃弘

関東 東京都 千代田区 前島歯科医院 地域初となる予防歯科専門クリニック新規開業への新分野展開 株式会社キクチカラ

関東 東京都 江戸川区 有限会社石黒製本 2011702000937 ニーズが拡大しているサンプルをチラシ等に貼り付ける加工への進出 船越　良人

関東 東京都 豊島区 コア・プリンテック株式会社 7013301025187 コロナ禍でニーズが増加するヘアカット・訪問美容サービスへの展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 株式会社イーガルド 5010001113720 チップ実装の内製化による高耐久ＲＦＩＤで物流・社会インフラ市場へ進出 佐山　壽一

関東 東京都 目黒区 株式会社アマテラス 7010901028256 スタートアップ企業×大手企業副業人材のマッチング分野進出事業 アカウンティングフォース税理士法人

関東 東京都 世田谷区 関口漬物食品株式会社 7010901006410 サブスクリプション契約によるカスタマイズ漬物販売事業への進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 港区 有限会社リップスティック 9010402036079 プライベート空間を満喫できる完全非対面の個室サウナの創設 株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 豊島区 株式会社ファーストシステムコンサルティング 8013301025013 カンボジアでの介護従事者発掘による新分野展開 中髙　英明

関東 東京都 中央区 株式会社ＥＯＣブレイン 1010001144678 コインランドリーを併設した窯焼きピザカフェ店舗への新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 品川区 株式会社ｍａｇｉｃｎｕｍｂｅｒ 4011001090389 美容商品モニター事業の運営 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 港区 株式会社ファンシ 5010401062856 エコサート認証オーガニックスキンケアブランドの展開 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社浜食 3012401008444 既存事業で培った乾燥技術を用いたドライフルーツ製造事業 富田　秀昭

関東 東京都 千代田区 ＺａＰＡＳＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9010001198361 コーチングを通じた新規ミドルマネジメント向け研修システム開発 林　恭輔

関東 東京都 渋谷区 アンプ・ジャパン株式会社 6011001062312 ＳＤＧｓ時代に向けた渋谷発エシカルジュエリーブランド構築事業 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 葛飾区 株式会社ＪＡＺＰ 7011801040474 ＳＮＳや宅配を活用し地域に根ざす中国・韓国食材小売事業の展開 清水　雅彦

関東 東京都 三鷹市 株式会社モノファクトリー 8012401029956 ”Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ”にこだわった高品質商品で海外製品との差別化を図る事業 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社高徳 4010002024653 豊洲市場水産仲卸による本格的なマグロ・海鮮定食屋とテイクアウト事業への進出 吉川　順子

関東 東京都 大田区 株式会社照屋工業 5010801024274 差別化を図った焼肉店運営事業による事業再構築 塩﨑　幹比古

関東 東京都 港区 ＴＴＳ株式会社 9180001104897 人的マーケティングシステムを用いたポスティング事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 港区 高砂エンジニアリング株式会社 5010401016928 集合住宅向け漏水警報遮断システムによる新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 協栄プリント技研株式会社 8012401007549 電子部品微細化に対応した高精度金型部品のＩｏＴ生産システム構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社
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関東 東京都 台東区 株式会社シリウス 4030001054113 大手に負けない！差別化家電直販計画（インフォマーシャルとＥＣ販売） 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社エフジーエム 3011801006438 普通の板ガラスよりエコで安全な合わせガラス販売への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ 8013301027281 居酒屋チェーンの水産業進出～沼津の新鮮な魚を消費者に届ける～ 株式会社横浜銀行

関東 東京都 墨田区 合同会社ワークベンチ 1010603007720 訪問介護施設向けスマートロック＋見守り支援システム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社アースリング 5010001071489 アフターコロナのフィットネスジム　イミ消費戦略事業 税理士法人ブレイン綜合会計

関東 東京都 千代田区 一般社団法人ル・プレジール 8010005026874 フラワーアレンジメントのオンラインレッスン事業への参入 井上　拳

関東 東京都 豊島区 楽商ジャパン株式会社 4013301028283 日本と中国人留学生を結ぶマッチングプラットフォームへの転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 墨田区 有限会社東屋 4010602010482 地域のコミュニティ・観光、及び革小物文化発信の核となるカフェの経営 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 九段建設株式会社 3010001082678 ＳａａＳ型リモート監理システムの導入によるＤＸを推進したリフォームサービス 興産信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社シェノン 3012301012422 飲食事業者が挑む飲食店向け教育コンサルティング事業の推進 大西　剛広

関東 東京都 足立区 弘和印刷株式会社 1011801007636 暮らしを豊かにし、サスティナブル社会を実現する紙製品メーカーへの転換 足立成和信用金庫

関東 東京都 江戸川区 アイ・エス・ケー設備工業株式会社 1011701019905 ポストコロナの需要増を捉える、配管の製造及び販売事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 北区 清田商事株式会社 1011501017035 住宅宿泊事業・電気工事から体験型宿泊施設構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社キーロ 8011002036214 青山を拠点としたＤＸ型イベントブース事業の展開 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社中南海トレーディングコーポレーション 8010502019612 創作タイ料理の外食・中食市場への参入 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＣＣホールディングス 8010501032921 特定技能者向け職業トータルマッチングサービスの業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 狛江市 燈灯亭 ラーメン店がウィズコロナ時代に生活様式の変化に対応した売上確保戦略 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社健熙 4010501027215 焼肉店の強みを活かした、国産和牛×セントラルキッチンの冷凍食品製造販売 増田　考邦

関東 東京都 中野区 リバレイト 美容師目線で美容師の利便性を高めたシェアサロン事業の展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 西東京市 株式会社東仁 5012701002401 開発から販売までをコーディネートする地域密着型食品ＯＥＭ製造 本多　剛士

関東 東京都 新宿区 合同会社Ｓ＆ＲＳ 5010003025105 ダイニングバーから「Ａ５ランク黒毛和牛を提供する完全個室焼肉店」への転換 井上　拳

関東 東京都 品川区 株式会社Ｈ＆Ｎ 2010701025235 既存の鉄板焼き店から焼肉店へのリニューアル事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 荒川区 井島貴金属精錬株式会社 3011501005467 新型コロナウイルスに対応した貴金属加工のＡＩ化による貴金属鋳造業界の再興 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＤＳ 6030001088514 シーティング専用車いすの製造・販売 白原　匡樹

関東 東京都 武蔵村山市 有限会社テラテクニカ 1012802011189 人工衛星用磁気センサ製造のための設備導入で宇宙産業参入 青梅信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈａｒｕ 7010401146632 日用品の卸売からペットのコロナ対策商品の製販一貫体制への転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ビヨンドプロパティーズ 8430003010581 ゴルフのオンラインレッスンとライブコマースを併用したアプリ開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社円らく 1012401014031 飲食店が挑む古民家再生によるＢＱＱ施設付き簡易宿所事業 宮田　大

関東 東京都 新宿区 東明総研株式会社 1011101014283 「東明運命学のオンライン検定・講座」による業態転換 経営サポート株式会社

関東 東京都 北区 株式会社大塚楽器製作所 6011501000812 シニアに音楽のある生活を！オカリナ入門セット直販事業に挑戦 河村裕司

関東 東京都 港区 株式会社ピースフル 2020001048919 有資格者による健康・医療に関する遠隔サポートシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社豊富士 2013101003851 直接型からセンター型への転換によるおしぼりタオル事業の再構築 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 ｏｍｅｌｅｔｙｅｌｌｏｗ 外国人向け和文化教室の展開によるコト消費の提供 経営サポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＯ　ＧＲＥＥＮ 4011001110824 Ｗｅｂ広告代理業から配信スタジオ・動画編集への新分野展開 税理士法人神田計理．ＳｅｃｏｎｄＣＦＯ

関東 東京都 八王子市 合同会社Ｓｔａｓｈ０１ 1010103001034 高性能ゴルフシュミレーターを設置した無人ゴルフ練習場の運営 株式会社群馬銀行

関東 東京都 台東区 三ツ矢物産株式会社 4010501013586 千葉県の交通インフラを支えて地域貢献する中古車販売・整備事業 株式会社京葉銀行

関東 東京都 町田市 株式会社サムアップ 5012301006777 店舗開設による車トータルメンテナンス業への挑戦 町田商工会議所

関東 東京都 世田谷区 有限会社高野クリーニング店 6010902009413 利便性・付加価値向上によるサービスの適正価格への改正で収益改善を目指す 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＡＲＡＭ 9011101057432 本場の韓国家庭料理を日本で味わう。飲食店事業化計画 東京信用金庫

関東 東京都 港区 アケボノジャパン株式会社 9010601044361 モンゴルと日本の架け橋となり、モンゴル料理を通じてモンゴルの伝統を日本に伝える 菅原　寅太郎

関東 東京都 調布市 一般社団法人フィットボクシングジャパン 3010905002558 「Ｆｉｔ　Ｂｏｘｉｎｇ🄬　ｓｔｕｄｉｏ」開設によるオンラインメニューの新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社オーディーピーセンター 8010001013281 印刷・加工技術の高度化による「同人誌」市場への参入と収益構造の再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社シーダ 1011702014797 バル・バーへの事業転換と提供態の多様化で環境変化を乗り越え進化する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 リンクコミュニケーション株式会社 6010001134187 外国人材にも対応可能な無線基地局設置事業者向けＶＲ教育システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ケーアイ精機 5011801007434 新たな製造方法の導入により成長分野へ進出し、業態転換を図る 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔ・Ｆホールディングス 2010901037245 現有設備を有効に活用した食料品製造業への進出による事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 台東区 プラスディー株式会社 5010501036628 対面のネイルサロン事業から、非対面のＥＣおよびオンラインセミナー事業への展開 増田　考邦

関東 東京都 千代田区 株式会社トラストプロパティ 2010001196982 水上アクティビティ・ＢＢＱ・テントサウナが楽しめる複合型グランピング施設運営 西武信用金庫

関東 東京都 東村山市 株式会社ウチノ板金 1012701012511 地域商店街活性化事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社協同社 2011101005281 新たな製本プロセスの開発による新製品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 台東区 株式会社ＤＧＳＡＬＥＳ 4010401092020 最大９０％の節水効果！家庭用節水蛇口の実演販売事業に進出！ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 江東区 株式会社Ｎｅｗ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 6011001120342 ＡＩにより飲食店の無人調理を実現するシステムソリューション事業 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 港区 ナカタ株式会社 3120002044781 レディスゴルフウェアＤ２Ｃ事業展開計画 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 墨田区 株式会社ＧＯＬＤＥＮ　ＨＥＡＲＴ 6010601037871 旅行業からフィリピン人介護士の特定技能者支援事業への業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社ミズリー 4120101035953 開放感があるカフェと一体となった婦人服向けＳＰＡ業態への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイエルアイ 5011001051646 自分らしく生きる能力をもった子供たちを増やす教育サービスの展開 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 東京都 中央区 合同会社ＡＳＳＩＧＮ 3010003023449 日本初！海外製スポーツ型電動アシスト自転車輸入販売事業の展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ハチノスジャパン 3011001061069 高齢者を支える社会貢献企業へ！高性能見守りシステム販売への挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 西郷歯科クリニック 嚥下マッサージ・トレーニング事業展開による予防歯科・医療分野への新規参入 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂａｎｋｓｙ 7011001126479 ファッション業界の過剰在庫課題解決のためのエコビジネスモデルの構築 坂上　志歩

関東 東京都 目黒区 株式会社ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ 2011003005454 コロナ禍での３密回避とコミュニティ組成をサポートするゴルフ練習場事業 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社島田鉃工所 3011801008608 研削加工の内製化による半導体製造装置・工作機械向け部品分野での新規受注獲得 石山　賢

関東 東京都 墨田区 株式会社楠商会 7010601010464 防災・再開発需要を取り込む高耐久ワイヤロープ製造への業態転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社３Ｄサイエンスゴルフ 3010401146306 ゴルファーとレッスンプロをつなぐＷＥＢアプリの開発 ＩＫＰ税理士法人

関東 東京都 多摩市 合同会社七海交易 4013403000529 粉体香辛料から液体調味料への新分野展開による事業再構築 三枝　俊英

関東 東京都 港区 株式会社Ｎｅｃｏｃｈａｎｃｅ 4010401132536 非対面で最適なギフトを贈れるＥＣシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 国立市 鈴木工務店 建築リフォーム事業から輸入から販売まで一気通貫の英国旧車オートバイ事業へ 魚谷　康行

関東 東京都 新宿区 株式会社玉栄 9011101051179 老舗卵焼きメーカーが行う卵スイーツの製造／Ｄ２Ｃ／小売りの新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＥＯＲＹ 7012701013719 “リモートマネジメント”を可能にする、「スマートカメラシステム」を　メインサービスとした新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 株式会社日本地域総合診療サポート 1140001106649 医療系ＩＴ企業が多摩地区シニア向け会員制サロン事業の新展開 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社カワイチ・テック 5011801017549 バイオマス由来廃棄物５１％以上を原料とした循環型リサイクル製品の開発製造 河合　裕

関東 東京都 荒川区 株式会社八段屋 8011501015247 天ぷら材料高騰の秘策！オリジナル巻き寿司・海鮮丼専門店 松尾　基司

関東 東京都 新宿区 株式会社凛倫林輪 7011101055834 丸ビル内に個人・インバウンド向け和食店を出店することによる事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 渋谷区 有限会社ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＯＦ　ＥＮＥＲＧＹ 5010502022189 来店型事業を補完し、美容の知見を活かす自然由来化粧品製造販売 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 港区 リベレーターズ株式会社 1010401150664 ＡＩを活用した高級車・ＥＶ車関連情報提供システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ピージーインターナショナル 4010001132465 愛犬家の充足感を満たす新たな高付加価値型トリミングサロン展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 株式会社松栄製作所 7010801005545 【脱炭素社会で求められる発電効率】次世代発電タービン部品製造へのチャレンジ！ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社フューチャー・ダイニング 1010401063511 大学生と飲食店をつなぐマッチングアプリ開発 森本　晃弘

関東 東京都 中央区 日逓テクノ工業株式会社 1010001053284 新型医療機器の共同開発と量産体制の構築による新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 千代田区 株式会社Ｂｉｔｔｅ 9010001122271 オーガニック食材を用いた洋菓子の製造および店舗・ＥＣ販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ナイテックスワーク株式会社 9011701016655 「ウィズコロナ」「技術承継」「地域活性化」を実現する飲食事業への新規参入 税理士法人シンフォニー

関東 東京都 新宿区 マチルダ　花木あゆみ キッズカット、眉毛パーマ・ブロウ、ヘッドケアのオンライン講習の新規開設 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｐｏｗｅｒｆｕｌ 3011101075547 日用品・美容品の卸売業から廃電子機器リサイクル業への業種転換 高松　佑

関東 東京都 港区 日本氷菓株式会社 1010401109446 「韓国式ホットサンド」の３形態販売開始事業 新城　裕史

関東 東京都 町田市 有限会社古川商店 3021002029147 自社で修理した中古靴・鞄のＷｅｂ販売、革製品の修理設備レンタル業 牛島　巌

関東 東京都 港区 株式会社ＮＢＨ 7010401046584 新たに「スイーツ商品テイクアウト専門店」を開業 城北信用金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社エコー金属 1011802022849 板金加工のニーズを丸抱え！厚板の板金加工事業を新たに展開 西川貴人

関東 東京都 練馬区 株式会社ＦＲＥＥ　ＡＰＡＲＴ 9011601023859 非対面営業強化のための自社ＥＣメディア構築 吉田　邦彦

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｓｔａｒｌｉｔ　Ｓｋｙ 2013301037170 居酒屋運営から少人数制高級焼肉店　焼肉黒木への新分野展開を図る 井上　拳

関東 東京都 江東区 株式会社キーリー 5040001086030 フレキシブルオフィスの運営及びＢＰＯ事業への新分野展開計画 鈴木　ゆい

関東 東京都 北区 ＡＳＩＡＮ・Ｆｕｓｉｏｎ合同会社 4011503002164 アジアの食料品・衣料品を販売する複合店を新規開店 高松　佑

関東 東京都 大田区 有限会社荻山商会 1010802003074 原油高・物価高対策、オートバイレンタル事業への新たな挑戦！ 川居　宗則

関東 東京都 港区 株式会社オーシャンズ 9010401086471 カビ取り屋施工業からカビ取り洗剤ＥＣサイト販売への新分野展開 佐藤勝裕

関東 東京都 中央区 紀州鉄道株式会社 3010001014573 キャンパー・別荘利用客のための癒しと利便性の個室温浴施設事業 渡邉　新平

関東 東京都 千代田区 株式会社エスぺランド 3060001026003 国産石の需要喚起・価値向上と国内採石場の活性化を実現する再構築事業 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 東京都 府中市 府中自動車株式会社 6012401001495 自動車整備業界における集客支援事業の構築 株式会社ウィレコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 メイドバイジャパン株式会社 4011001069482 特許技術を活かしたサスティナブルシューズ製造でグリーン成長を実現 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 武蔵野市 オフィス－ＵＰ株式会社 8011101072531 飲食業からゴルフスタジオプロデュース企業に転換 東京三協信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＬＡＮＣ 6360001024023 宮古島に唯一無二のウィズコロナ型ビストロ形式レストラン 渡邉　新平

関東 東京都 品川区 株式会社三美製作所 9010701015171 高機能設備を活用した、自社技術の深化と新分野への進出 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社グラッド 5011401015151 自費型リハビリステーションの開業 松井　洋治

関東 東京都 文京区 ルーチェ 都心型飲食店から地元密着型美容室＆飲食料品小売業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社セルティア 2011001129783 相談相手・適材マッチング機能を有した通話アプリ開発・運営事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 府中市 株式会社ＮＯｉＳ 7012401021914 オリジナル自転車のレンタサイクルリース事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社行動 7010001197464 国内起業家支援プラットフォームの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社サンワ 8010001017910 ネットとリアルの両面で顧客価値の変革を図り価値を創出する事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社光栄舎 1011601002102 受け渡し業務の非対面かつ自動化による営業時間の拡大で顧客ニーズに応える 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 エー・シー・イー株式会社 5010501037320 足立区竹の塚で初・２４時間営業インドアゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 東京都 杉並区 株式会社リアルゲート 1010401056589 税理士事務所に特化した会計処理支援サービス展開による商圏拡大 井上　拳

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＵＲＢＯＮ 1011101085886 ギャラリーを併設したスタジオを新たに設立し、レンタルスタジオ事業を開始する。 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江東区 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｊａｐａｎ 7010601037409 宅配食提供サービス事業への新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社エクスパンディングファーマシー 9040001083701 対アフターコロナの薬局高度化事業！オンライン調剤への新分野展開 河村裕司

関東 東京都 葛飾区 株式会社らマルキ 8011801005253 洋菓子店が地域のつながりを取り戻すカフェ事業への進出 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＯＮＥ．ｃｏｕｒｓｅ 4010701037880 採用活動を効率化し欲しい人材を逃さない採用管理ＳａａＳ「求人エックス（仮称）」 榎並　由洋

関東 東京都 中央区 メスキュージェナシス株式会社 6120901035886 新規膜透過性ペプチドの獲得 佐藤　大心

関東 東京都 千代田区 株式会社博文社 8010001026291 全国初！　特殊紙専門のオンデマンド校正、刷り比べ、見本作成サービス 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 新宿区 株式会社日本文書 2010001033657 外注製品内製化の為のＩｏＴ機械設備の導入と販売手法のＤＸ化 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社テレワークス 7013301038775 小規模事業者＆個人事業者向けプチ・コンタクトセンターの開発＆販売 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 葛飾区 株式会社テイカインターナショナル 8011801019666 ハイヤー事業から強みを活かした在留外国人向け焼き肉店への新分野展開 上山　竜太

関東 東京都 多摩市 ＩＳＳＥＩＯＧＯＭＯＲＩ 日本一のバリスタ店主がプロデュース！最高品質＆ＳＤＧｓな珈琲店 河村裕司

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＩＮＣｏｍｐａｎｙ 3012801018522 幻の鶏を使用した焼鳥店 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ワンズプレイス 8011001132402 拡大する中食需要を売上の第２の柱とする製造小売業の展開 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中央区 ブレイントラスト合同会社 3013303002551 被災経験のある災害拠点病院と共同開発する災害対策アプリ 木戸真智子

関東 東京都 渋谷区 株式会社狼たちへの伝言 3120001196203 ＷＥＢマーケター育成スクール事業への進出 株式会社伊予銀行

関東 東京都 狛江市 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ．ｊａｐａｎ 5012401032186 パーティグッズからコロナ禍でも需要の高いアウトドア商品の販売・体験宿泊事業へ 坪井　亮

関東 東京都 小金井市 株式会社クローバーズ 5012401023581 学生服のリユース・リサイクルで親子の成長を支援する「リボーン学生服」事業 松井　洋治

関東 東京都 中野区 合同会社Ｋｉｋｕ塾 3011103008934 研修内製化が可能となる内製化基本モデルの作成・提供 山口　良明

関東 東京都 港区 株式会社イグニス 1010401067487 コロナ禍の新たなレジャー　個室型シミュレーションゴルフの展開 飯島　一郎

関東 東京都 品川区 パルフェット 美容サロンオーナーとのユニフォームの共同開発、ＥＣ（直接販売）業への新分野転換 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 有限会社エトワール 1011102002007 サブスクリプション型洗濯代行サービスへの事業再構築 横山　和志

関東 東京都 港区 株式会社ＧＦＩ 2010601050184 経営基盤の回復と強化のため豚料理専門レストランへの新分野展開 株式会社アドベンチャーワン

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｉｖｍｏ 9010001145842 社会課題である空き家問題を解決するＣｏｌｉｖｉｎｇ転換事業 丸山　達也

関東 東京都 新宿区 有限会社林サービス 6011102010368 化学物質過敏症で困っている方にＥＭ「衣食住」トータルサービス 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 有限会社篠原紙工 6010602011958 デザイナーやアーティストに喜んで頂く自費出版 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＭＩＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6011101062963 【ネパール蒸し餃子モモの新分野展開】 新城　裕史

関東 東京都 目黒区 エッセンシャルエナジー株式会社 6010902000116 中小企業向け脱炭素促進に資するＣＯ２排出量算定システム開発 税理士法人アクリア

関東 東京都 港区 株式会社クィーン 8010401057878 アート性を活かした超高価格帯メンズコスメ事業 新城　裕史

関東 東京都 港区 ゲットメディシン 宅配に特化したサイクリングスルー調剤薬局で次世代型薬局モデルを構築する 東京商工会議所

関東 東京都 東村山市 松本鉄鋼株式会社 8012701007810 材料の販売・加工から「組立」対応によるワンストップサービス強化！ 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 中央区 東京木村ビジネスサポートサービス ニッチなハウスクリ－ニングサ－ビスの事業再構築で孫請けから脱却 佐々木　智浩

関東 東京都 小金井市 株式会社ユナイテッドフューチャーズ 3012401015580 コロナ禍でもニーズの高いアウトドア施設を主とした宿への転換 長野県商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社コンサルテイング・パートナーズ 2080101020409 悩み多きママやシングルマザーを非接触でサポートする売上増強計画 木本　康聖

関東 東京都 墨田区 ＣＡＦＥ　ＰＯＫＡＰＯＫＡ 飲食店が新たに取り組む「こどもの食育塾」の開講 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社エス・エイチ・ピー 6011002036562 「空間づくりのノウハウ」を活かしたコアーキングスペース事業への転換 ひまわり経営サポート株式会社

関東 東京都 荒川区 有限会社オリオン機工 5011502007650 クリーンルーム設置とロボット溶接機導入による半導体製造装置への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社レイアップ 9010601035996 歯のホワイトニングで地域ミレニアム世代のプラス思考を応援する 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 シースター株式会社 2010401087278 大豆を主原料とした高たんぱく・低糖質のシニア向け食品の開発および販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 ＵＮＤＥＲｇＲＯＷＤ株式会社 8011001122262 ウィズコロナのニーズに応える映像制作事業の開業 石田　秀光

関東 東京都 八王子市 株式会社巧塗装 6010101009933 建設業での知識・経験を活かした海外向け日本間キットの製造 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 ＭＡＸ合同会社 2010403016763 空き家（部屋）を屋内シミュレーションゴルフ事業で再生する業種転換の取組み 山田　健一

関東 東京都 渋谷区 ビューティーボックス株式会社 1010401155903 ＥＣ通販で培ったマーケティングノウハウに基づく美容室運営事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 立川市 多摩中央葬祭株式会社 3012801000892 コロナ禍で進んだ、下請け構造からの脱却　専門ホールを出店 西武信用金庫

関東 東京都 葛飾区 パラサイト 育児女性向け地域密着型トータルライフデザインのブランド店舗＆美容院展開 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 大田区 国際コミュニケーション・トレーニング株式会社 5011001061372 対面型企業研修からオンライン脳磨き検定開発による業態転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 大田区 永広機材株式会社 8010801004232 ＤＩＹサポート事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ペーターズ 7021001057822 独自製法の冷凍餃子の開発と販売の実現により、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 国分寺市 株式会社ＭＫ企画 2012801019810 地元で愛される居酒屋がコロナ禍に強い焼肉市場へ進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 株式会社ディアロネット 8011101056039 納骨堂の営業ＤＸ化 株式会社りそな銀行
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関東 東京都 立川市 株式会社ＴＲＵＳＴＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2012801009068 本格炭火焼き鳥を自宅でも！ＥＣ事業参入計画書 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｍｐｒｉｓｅ 1010901033633 スマホ１台で申込める！最先端のＡＩカメラ搭載型アドトラック広告 松本　佳之

関東 東京都 世田谷区 株式会社ティ・ティ・エス 6010901007715 地域の観光資源・飲食店と連携！暮らすように泊まる美味しい簡易宿所（民泊） 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 ＤＩＡ株式会社 2010001159064 頭皮・毛髪改善に特化した男性専用ヘッドスパ専門サロンの運営事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 株式会社岩崎商店 9011001137458 ライブ配信サービスと生産者・小売店コンサルティング事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 株式会社千里馬 4010401066040 東京都勝どきエリアにおける「大規模集合住宅向けダイレクトフードデリバリー」兼直営店事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 皓月合同会社 2011103005742 飲食店経営の強みを生かしたテイクアウト／デリバリー専門店への展開 高松　佑

関東 東京都 昭島市 株式会社東京製作所 3012801002352 商用自動車のＥＶ部品市場への参入による事業再構築 東京都商工会連合会

関東 東京都 杉並区 株式会社越後鶴屋 1011301021823 人気店の味を関東全域に！コロナ禍におけるＢ　ｔｏ　Ｂ事業展開 吉元秀樹

関東 東京都 北区 株式会社Ｔｈｉｎｐｌｅ 8011501018027 セキュリティルームを活用した保守サービスとレンタルサービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＪＫＴ　ＳＴＡＦＦＢＡＮＫ 1011701020912 ユニバーサルツーリズム促進と雇用の維持を図る宿泊施設の開設 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 ＢＡＲ　ＭＡＬＴ　ＲＯＡＤ 家庭で楽しめるクラフトビールサブスクリプションサービスの展開とクラフトビール専門販売拠点の構築 坪井　亮

関東 東京都 中野区 株式会社イー・リフレス 8011201013435 エアコン取付業からコワーキングスペース＆シーシャ事業への挑戦 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 練馬区 株式会社現代 1011601002060 細胞を壊さない冷凍技術ＣＡＳエンジンによる冷凍パンの製造販売 鯉沼　和久

関東 東京都 港区 株式会社フォーシーム 2011001109950 大手家電量販店への社食ケータリングを発端とした、企業の「食」コンサルティング事業への進出 リードブレーン株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社バンブー 4021003004899 テレビ番組制作事業から卓上サーバー付焼肉店への新分野展開 小田隆一

関東 東京都 練馬区 串焼ごった 焼鳥屋の名物煮込を使った冷凍ラーメンの自販機無人販売で新展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社光山ＬＩＦＥ 6011101070280 地域事業者連携で街を活性化　由布岳タウングランピング場事業へのチャレンジ！ 高松　佑

関東 東京都 杉並区 合同会社ｍｏｈａｎａ 1011303004314 人気商品の冷凍食品化によるＥＣサイトを主体とした製造販売業への転換 大東京信用組合

関東 東京都 足立区 プレストファーレ株式会社 8011801032108 最新鋭エマルジョン装置をサブスクリプションにて提供する事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エムズアップ 2011001101610 芸能人御用達のヘアメイク・スタイリスト付き撮影スタジオ事業 糸川　純平

関東 東京都 目黒区 イノベート株式会社 8013201016665 ウイズコロナ時代の屋外空間活用に貢献するアウトドア家具開発事業 株式会社セームページ

関東 東京都 千代田区 株式会社吉田商会 3010001031718 「こだわりオリジナルグッズ」の自社製造加工・ＥＣ販売事業 有限会社サステイナブル・デザイン

関東 東京都 小平市 有限会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｈ２ 7011302016346 地域初！２４時間スイーツが買える。自動販売機での新たな販売方法 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社東京つる家 7011002032379 コロナ禍を乗り越える富裕層向け高級和食のセントラルキッチンの立上げ 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 ジェイ・シルバー株式会社 3010401132438 和食店から１００年続くラーメン店への事業転換　新たな形で守り抜く「和」の技法 小森　孝一

関東 東京都 港区 株式会社びーよん 8010401166497 編集所の新設とリモート制作システムの導入による映像編集業への進出 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 大田区 東海産業株式会社 4010801008121 ３次元加工技術活用による新市場向け新素材製品の開発 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 中央区 東京造形美術株式会社 6010001061431 ＥＳＧの強みを持つＬＥＤパネルのレンタル事業とコンテンツ制作 工藤　工

関東 東京都 荒川区 株式会社リプレ 7011501022871 貿易実務と薬事品取扱実績を活かした自然化粧品の製造販売事業 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 狛江市 株式会社フィッシュウェル 6012401022509 地方活性化に向けた地方の名産鮮魚を東京で販売する事業 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 台東区 株式会社ＡＧグループ 7040001113501 オリジナルキャラクター型の表皮で包んだ包子加工製品の製造販売 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 ＣＲＯＳＳ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ株式会社 1011101061152 対面での新事業開発コンサルティング事業から、新事業開発支援ソフトウェア販売事業への新分野展開による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ｈａｋｕ 7011001114525 映像製作事業兼広告代理店事業へ垂直展開し日本の観光映像を世界へ発信 西川貴人

関東 東京都 豊島区 正徳通商株式会社 3013301044827 氷花鍋貼（ヒョウカ　ゴ―ティエ）の調理済・半調理品加工パックの製造販売 若杉　拓弥

関東 東京都 港区 理研機器株式会社 2010401031401 「超高圧機械装置事業」への進出 井上大輔

関東 東京都 西東京市 株式会社セントラル 1012701011298 冷蔵・冷凍車両の３Ｒ新プラットフォーム構築する　トラックの組替・販売・リース、レンタル事業 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社志医会ｍｅｄｉｃｏ 2120001219451 医学部受験特化型の中学生向け学習塾サービスの新規事業展開 根井　大樹

関東 東京都 品川区 株式会社ＦＡｉＴＨ 4020001109446 顧客の健康意識をトータルケア！保険会社のパーソナルジム事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 日野市 ＥＬＪ株式会社 8013401006755 強みを生かし弱みを克服する高付加価値軽貨物配送事業の実施！ 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 レナード株式会社 8010401103459 脱毛機のＩＯＴ化と電子カルテシステムによるエステ向けＤＸ戦略 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社桃子 2011801031544 「宝飾品の街」から中国全土へ・ライブコマースで発信する日本産パールの販売 高松　佑

関東 東京都 品川区 株式会社ヴィックスエイジ 3011001101799 最新デジタル技術を駆使した万全なコロナ対策による花火イベント事業体制の構築 佐藤　勇樹

関東 東京都 八王子市 株式会社カフェのみかた 6010101014173 コーヒーの焙煎・ネット通販事業への新規取組 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社スマートコンテンツ 7011101072672 外国人起業家と各専門家とを繋ぐ事業支援プラットフォームの運営 高松　佑

関東 東京都 杉並区 内山電機工業株式会社 7011301000887 ＤＸを通してＣｏ２削減に寄与する新たな配電盤の製造開発 株式会社きらやか銀行

関東 東京都 文京区 株式会社フジイ 2010001028211 ロジスティックス新事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＯＢＩＥＴＴＩＶＯ 6011001054086 葉山ブランド（自然・立地・食材）を活かしたデイキャンプ・ワーケーション事業 石田　寿行

関東 東京都 台東区 ＪＳ貿易株式会社 7030001109847 「チャネル機能・プロモーション機能」強化のためのＥＣプラットフォームにおけるキャラクター商品の販売 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 株式会社ＳＴＥＡＭ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 1010001196538 指導者用のバレーボール試合解析ソフトウェアの開発販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 有限会社こんぴら茶屋 1010702014304 有限会社こんぴら茶屋　冷凍牛かれーうどん製造・販売事業計画 佐藤　　豊

関東 東京都 北区 株式会社ＬＵＸＥＬＵＳ 1011501024766 衣類回収事業を含めたレンタル収納スペース事業への新分野展開 坪井　亮

関東 東京都 品川区 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲ　ＲＹＯＺＯ 7010701033679 パン・洋菓子の直営１号店立ち上げによるＢｔｏＣ事業への進出計画 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社キャソードエンタープライズ 9011101061640 新たな通信販売のかたち「ライブコマース」支援事業へ業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 ＳＵＮＲＩＳＥ　ＣＯＭＦＯＲＴ株式会社 5012401035866 大自然の中でサウナを楽しむ！リゾートホテルのＶ字回復への挑戦 多賀　俊二

関東 東京都 足立区 セツ加工所 革製鞄のＯＥＭ受託生産から、裁縫技術を活かした自社オリジナル商品を作って販売！ 高松　佑

関東 東京都 三鷹市 株式会社ｐｏｐ 4012401034381 国際特許を出願するストロボ機能及びセンサー広告機能の開発製造 上田　俊哉

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社テクニカ 5013101001720 中小製造業のＤＸ化に資するＡＩ外観検査ソフトウェアの外販計画 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＧＲＥＥＮ　ＳＰＡＣＥ株式会社 6011001047544 ＧＲＥＥＮ豊かな癒し空間でナチュラルワインを楽しめるカフェバーの新設 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｅｉｎｖｅｎｔ 2010401145102 持続可能な社会の実現に向けた、１００％植物性ミルクの製造販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 杉並区 みず野 鳥料理に特化した弁当・惣菜店への業態転換 第一勧業信用組合

関東 東京都 品川区 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社 4220003002174 中小企業のＡＩ与信アルゴリズムを用いた法人向けクレジットカード事業立ち上げによる事業再構築 伊藤　智宜

関東 東京都 渋谷区 ＳＯＵ合同会社 7011003013213 空間デザイン業者が手掛ける、「レンタル撮影スタジオ」事業 舩越　玲子

関東 東京都 大田区 株式会社Ｒｅｅ　Ｂｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5010801016230 介護ロボットのデジタル教育サービス事業によるＤＸ業態転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 台東区 有限会社ファッション貴 4010502018650 アパレル衣料品の製造技術を活かし、ペット用品・スポーツ衣料市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 中央区 トーシンファシリティーズ株式会社 8010001130886 リノベーション（Ｒ．Ｔ．Ｃ）清掃で事業の大転換を図る イメージワーキングサービス株式会社

関東 東京都 板橋区 コアラボ接骨院 街の保険施術接骨院から転換、新しいニーズをとらえた新サービスへの挑戦 古舘　雅史

関東 東京都 杉並区 インターネットコマースサービス株式会社 9011301000670 トラベルコーディネーター事業 坪井　豊明

関東 東京都 世田谷区 富士電子株式会社 7010901010296 電子部品リワーク・カウント事業への新規事業展開計画 埼玉県商工会連合会

関東 東京都 豊島区 株式会社ＣｏｗｏｒｋｉｎｇＫｉｔｃｈｅｎ 2013303005613 飛騨高山ワーケーション施設　紫旅館改装計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 羽村市 有限会社エス・ビー・インターナショナル 9013102005304 地域を笑顔に！インド・バングラレストランによる中古車販売 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 台東区 ＰＰＰ’ｓ株式会社 1010501037860 Ｂ２Ｂ／Ｂ２Ｃ融合型モデル構築の土台となる下町コミュニティ拠点展開・回遊性向上 大東京信用組合

関東 東京都 墨田区 株式会社エトワール 3010601057468 新たなビジネスの創出を促す「会員制バー事業」への事業再構築 赤城　正孝

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヴァカンスボーテ 6120001181391 『ヒト幹細胞コスメ』のＥＣサイト構築（海外販売展開構想） 税理士法人たいよう総合会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社いいとも 2011101084623 セントラルキッチンを新設し、焼肉店をターゲットとした冷凍肉の卸販売事業に新規進出 兒玉　洋貴

関東 東京都 多摩市 株式会社天晴 5011001110162 設備からリハビリ導入まで、有料老人ホーム開業をワンストップで支援する事業 多摩信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 ミートザミート 店内挽きたての和牛で作る極上ハンバーグ専門店への事業転換 税理士法人だいち

関東 東京都 渋谷区 ＮＰＯ法人ＪＯＹ　Ｋｉｄｓ’Ｔｈｅａｔｅｒ 1011105005469 ミュージカル教育と中学受験個別指導で子どもの夢をカタチに！ 尾亦　周平

関東 東京都 港区 ｉｐｕｔ株式会社 2010401147288 海外在住者（外国人を含む）向け配送代行「御用聞きＪＡＰＡＮ」 小野寺　俊平
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関東 東京都 千代田区 株式会社グリーンエコエナジー・アセットマネジメント 6010001181015 地域内エコシステムによる循環型社会を目指したバイオマス燃料の製造 税理士法人トップ会計事務所

関東 東京都 八王子市 株式会社マーケットボックス 1010101009483 ＩＯＴ時代を視野に入れた、機器運用クラウドソーシングマーケット事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｅａｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 1010401091594 ＡＩマーケティングによる、新しいデジタル広告サービスの提供 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 セラミックコート株式会社 9010001020962 耐熱性・遮熱性と意匠性を両立させる環境配慮型塗料の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 日野市 ＧＹＵＴＯＮ 冷凍餃子の製造と自動販売機による販路開拓事業 荒井　幸之助

関東 東京都 練馬区 日本金属化学株式会社 8011601005123 カーボンニュートラルに向けたアルミ溶湯処理技術の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 大田区 有限会社アイエヌビー 5010802000101 電気自動車の組立装置部品の製造という新分野展開 共立信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社スリーファイン 7010001182342 ＳＥＳ事業者向けＳａａＳ型ＡＩ販売管理システム開発販売事業 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 中野区 有限会社グエル・パラッシオ 3011302016564 大気汚染防止法改正に対応した解体工事アスベスト分析調査事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エフエーワークショップ 1011001051591 ビンテージバイク輸入販売とカスタムパーツ制作による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社バン 1010001131726 岩盤浴×サウナ　デトックスにこだわったサウナ事業の展開 新城　裕史

関東 東京都 調布市 株式会社ＮＥＯ 7012401019108 空き家である古民家を宿泊施設に改修し、「一棟貸の宿泊業」として再生する計画 東京都商工会連合会

関東 東京都 江戸川区 有限会社ホトダ技研 1011702010458 金型製造の熟練ノウハウを活かして、高精度プレス加工への新規参入 鈴木　清

関東 東京都 中野区 株式会社サン・プロンプト 3011201002112 ＥＣ　通販を支える物流バックヤード事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 デンジョルスン株式会社 5010601038788 店舗型飲食店よりキッチンカーによる移動販売への事業転換 東信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビーツリー 9013201018917 撮影用スタジオをベースにした多目的レンタルスペース事業 長谷　有希央

関東 東京都 港区 有限会社ＭＡＴＥＲＩＡＬ 6010402034762 イタリアン店を閉じ、新天地でテイクアウト店＆キッチンカーへ事業を転換 税理士法人リライト

関東 東京都 三鷹市 小川ピアノ音楽教室 シニア層の脳トレピアノレッスン、幼児向け知育音楽教室、オンラインレッスンによる新分野展開 長谷川　綱雄

関東 東京都 千代田区 株式会社開成 4011801020355 ブロックチェーンを活用した画期的な技能継承動画サービスの開発 上原　航平

関東 東京都 墨田区 アークテック株式会社 3010601051958 データ集約型コンパクトキー管理ボックス開発による市場開拓と次世代サービス開発 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社アントレサポート 8011001035968 美容業界の女性独立開業支援。個室レンタルサロン、レンタルスペースの複合事業 城南信用金庫

関東 東京都 青梅市 山梨高宝株式会社 1090001003372 板金加工の効率化による、風力発電蓄電池用筐体事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 千代田区 株式会社ラフィン 5011001072130 アパレル事業との新シナジー！女性専用ＡＩパーソナルジム運営 土田　高記

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＬＯＣＫ・ＩＴ 7011001110020 マッチングサイトが簡単に作成できるプラットフォーム構築事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 新宿区 下田商事株式会社 4011101009215 ２種類以上の乾物を配合した高付加価値な新商品提供による巣ごもり需要への対応 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 北区 株式会社ＡＺ　Ｌｕｓｈ 3011501024062 シニア世代向けセルフ施術器キットのＥＣサイト販売事業 増田　考邦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ウエッジハウス 2011001002973 高級握り鮨店に一気通貫空調設備の導入と非接触オーダシステムの創作料理コーナ併設による集客強化 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 杉並区 株式会社ファーネス 7011301006059 国内初のラミネートフィルム剥離装置製造に向けた生産ライン工程の刷新 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 町田市 株式会社カツナガ 8012301000570 出張サービスカーの導入による、タイヤ交換事業の再構築 町田商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ヴィーナス・ラッシュ 2010401066513 プロが認める、目元に特化した専門化粧品の開発／ＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 ＭＥＧＡＬＡＳＨ株式会社 9011001067531 マツエク新商材の開発とメタバース市場への進出 坂野　直人

関東 東京都 豊島区 株式会社コネクトエム 4030001106946 事業用空き家物件の有効活用によるＤＸ再生等推進事業 株式会社キクチカラ

関東 東京都 新宿区 ピーエムジー株式会社 2011001106080 ファクタリングから事業再生と事業承継によるＭ＆Ａ支援への業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 株式会社ナナミスター 7010001174240 ＩＴ事業から日本企業による有機肥料製造販売事業に業種転換 新井　美衣

関東 東京都 渋谷区 株式会社ライブアズ 9010401096611 デジタル広告＆アナログ広告！オークション可能な広告売買サイト 松尾　基司

関東 東京都 中央区 株式会社ベストエフォートマーケティング 2010501030212 コラボを支援するコンシュルジュ型コワーキングスペースの展開 越沼　康明

関東 東京都 八王子市 芳村石産株式会社 1010101004088 建設汚泥等の中間処理・再生と埋戻し土・盛土材や流動化処理土の販売 株式会社経営ソフトリサーチ

関東 東京都 港区 株式会社ジャパンゴルフマネージメント 2010401098647 ゴルフ業界全体の若年層取込みを狙った全国のゴルフ場スマート化（ＤＸ化）事業 パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 中央区 ＣＦコンサルティング株式会社 4010401139589 新築収益不動産に特化した不動産開発支援サービス事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 有限会社オービット 9010402029611 小型高温高圧調理機導入による小売業への本格参入及び調理効率化 黒井　朝久

関東 東京都 港区 株式会社醍醐 1010401016403 高級料亭の技術を生かした高付加価値弁当製造・販売事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社ウォンテッド 5010601043929 夜×酒からの転換！ハレの日＆ファミリー利用向け全席個室焼肉店 松尾　基司

関東 東京都 港区 モワルーズ フランス料理店の隣に洋菓子店舗開業による業態転換 川井　良訓

関東 東京都 中央区 一般社団法人日本森林再生機構 2030005018685 銀座の街に鯖街道の香りを！ 池澤　睦明

関東 東京都 江東区 株式会社ＡＣＤ 4010401123477 中国越境ＥＣのＢｔｏＣからＢｔｏＢへの参入による事業再構築 天笠　勝

関東 東京都 江戸川区 株式会社モーリレーザ 4011701007840 食品製造機部品等を中心とした部品加工業者へのダイレクトな取引展開に向けたレーザ加工技術の改善 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 東京都 板橋区 株式会社ベル・フルール 7011401013491 「企業向けオフィス装飾」による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社伸光 3011201002319 産業廃棄物処理業界のＤＸ化を推進する車両管理ＳａａＳサービス 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 キスコフーズ株式会社 6013301002583 一般家庭向けの製品開発により、業務用ＢｔｏＢビジネスからＢｔｏＢｔｏＣ市場へ参入する 株式会社静岡銀行

関東 東京都 足立区 株式会社鈴木商店 3011801008905 ウィズコロナの生活を楽しむ希少なブランド豚の自動販売機での提供 足立成和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社ハンズ 3010902021569 健康寿命を伸ばす為、予防医学に特化した自費診療の作成 渡辺　浩章

関東 東京都 板橋区 株式会社ソリッド・クルー 6011401013113 音声認識をメインとした高齢者向けエージェントデバイスの開発、販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 有限会社染谷 8010002011846 次世代型店舗へのリニューアル・店舗型Ｗｅｂサイトの導入による新分野展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 東京都 目黒区 合同会社クラウド 1010903002264 既存事業の知見・ノウハウを活用した洗濯代行サービス等の新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐヴァイン 8011001069116 アナログレコードプレス事業への新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社マリア 4011001042737 カルチャースクールから首都圏初のトランポリンパーク事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 月鳥 セントラルキッチンの構築で昼間の弁当販売に挑戦。中食需要対応で新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社モトアップ 2013301030753 飲食店の始まり、発展、終わりをサポートするプラットフォーム事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 青梅市 株式会社斉藤自動車工業 5013101003650 青梅の車社会の更なる活性化に向けて！新たな車検事業の展開とボディーコーティング事業への進出 青梅信用金庫

関東 東京都 中央区 セキュリティゲート株式会社 1011201019769 ＥＶ車充電器専用　決済、防犯　遠隔クラウド管理センター 有限会社銀河企画

関東 東京都 板橋区 株式会社オープンクリニック 9011401015750 手ぶらで通える室内ゴルフ練習場の開設による地域住民の健康増進 松井　洋治

関東 東京都 渋谷区 ピーエムグローバル株式会社 3010401056752 会議運営支援サービスを提供するプラットフォームビジネスへの新分野展開 辻下　敏夫

関東 東京都 台東区 株式会社釜浅商店 5010501002803 ＥＣサイトを利用したドアｔｏドアの庖丁研ぎ受付サービス 土田　高記

関東 東京都 世田谷区 株式会社マイルデザイン 5010001222926 ウィズ・コロナに対応した無人・無接客での革新的な飲食店の展開 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ファイブファミリー 8010801029386 お客様から評判のモツを活かしたコロナ禍に対応する焼肉事業への新進出 北村　亮太

関東 東京都 豊島区 京華偉業株式会社 4013301025272 「漢方×整骨院×エステ」　美と健康のトータルソリューション 齋藤　義美

関東 東京都 大田区 株式会社川野辺製作所 9010801002838 ＥＶ用工具ニーズに適応した業態転換でコロナ禍からＶ字回復する 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社クロスドリフト 3010501038188 栄養豊富で美味しさ抜群の介護食！高齢者へ「食の幸せ」をお届け セブンセンス税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ドリームヤード 8012401018190 いつでもどこでも受講、愛犬のしつけネット教室と専用おやつ販売 むさしの税理士法人

関東 東京都 北区 株式会社イーズ 7011501000480 ファミリーレストラン・美容サロン併設型コインランドリー事業の展開 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 新宿区 帝都典禮株式会社 5011101013546 いつも、いつまでも。ご家族に寄り添う「家族葬の小さな家」事業 税理士法人　ＡＯＩみらい

関東 東京都 港区 Ｏｘｙｚｅｎ株式会社 5011101072765 デジタルサイネージ等の既存屋内外設備を用いた高度事業連携 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 小金井市 広尾ぺりかん ワイン愛好家のニーズに全集中した特化型オーベルジュ運営事業 中村　領

関東 東京都 葛飾区 株式会社ヴィオラ 4011801030180 飼い主のグリーフケアに寄り添うペットセレモニー・火葬事業 亀有信用金庫

関東 東京都 台東区 プラチナ萬年筆株式会社 8010501012007 万年筆の製造ラインのＤＸ化による業態転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 ＡＰワークス株式会社 9010401108622 オンラインと対面形式の両方に対応する「イベント運営事業」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＯＬ 9011101065724 コンビニ経営依存を脱却すべく新たなカフェ事業を展開、大きな収益の柱として事業再構築を図る 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 ａｃｒｏｓｓ　ＴＩＭＥ株式会社 2010001187197 ドローン空撮動画提供による事業者のダイナミック販促支援 表参道税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社セスコ 1011801009087 既存住宅の省エネ化に貢献する、吹付断熱工事業への新分野展開 井之川　宗弘
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関東 東京都 清瀬市 合同会社日比建設 8030003005267 多摩地域のスタートアップのハブとなるコワーキングスペース事業 ＳＭＣ税理士法人

関東 東京都 荒川区 荒瀬バルブ工業株式会社 2011501005393 強みを活かした医療用機器の部品製造参入事業 瀧野川信用金庫

関東 東京都 新宿区 三浦康嗣 ＶＲ旅行音源の３Ｄ化で観光産業のＤＸを促進 福田　虎大郎

関東 東京都 目黒区 ケートリック株式会社 5140001097876 開発技術を活かした定額制クラウドサービスによる売上の平準化 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＪＴＴＭＡ 9010003017899 自費リハビリ需要増加に対応した理学療法士向けスクールの開校 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 有限会社新永製作所 4010802006652 アルミダイカスト製造から電動アクチュエータ部品の機械加工への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 品川区 元祖ニュータンタンメン本舗五反田店 一人から家族まで楽しめる複合型メニューを提供する飲食店事業 川崎信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社Ｙ・Ｓネットワーク 5012401024695 世界１７０ヶ所のゴルフ場をリアルに体験！「室内シミュレーションゴルフ施設運営」に参入			 青梅信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫｉＮＧ 6011001139234 日本アート業界の「産業化」へ挑戦！定量評価システムを実装したアートビジネス包括プラットフォームの構築 森　憲一郎

関東 東京都 中央区 株式会社ケプリ 5430001030650 伊豆の未来に貢献！　ＩＴ企業による“災害”時の事業継続性を備えた長期滞在型ワーケーション施設の運営 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社アジア・ひと・しくみ研究所 5370001024064 社会人のためのインターネットビジネススクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 小平市 長栄株式会社 3012701011610 人気高まる火鍋など中華なべ用食品の国内初生産 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ｊｏｌｔ 8011103008384 ＦＣ　飲食店向け「ＶＲ　によるマニュアル提供事業」の開始による再構築 楡井　宏志

関東 東京都 八王子市 日新機械工業有限会社 1010102005242 熟練の金属加工技術を活かし、ＩＣＴ建機部品の製造に進出することで建設業界の生産性向上に貢献する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｋｉｄｓ　ｐｌｕｓ 3010401145324 発達支援事業施設向けの業務管理システムを構築し、販売、運営する。 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 東亜貿易株式会社 1011301013127 沖縄県における防音リフォーム事業への参入 株式会社琉球銀行

関東 東京都 渋谷区 栄泰総合サービス株式会社 2011001105371 和牛特化型焼肉店への業種転換～美味しい和牛で日本を元気に～ 北村　亮太

関東 東京都 町田市 株式会社サンクスリー 5020001104405 セントラルキッチンの導入による持続可能な飲食事業の構築 道浦健治

関東 東京都 中央区 株式会社玉海力 5011001048519 コロナ禍で健康食が必須となると見越した玄米パスタ専門店の立ち上げ 税理士法人ＨＯＰ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スポプラ 2011001107194 富裕層向け会員制レストラン運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社トータルプランニングスズキ 4011801014712 全国ふとんクリーニング協会品質管理基準に則った高品質クリーニングサービス 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 ＲＤＦＮ株式会社 3010403018024 ビジネスマッチングプラットフォーム事業の開発・運用事業 アアル株式会社

関東 東京都 江戸川区 みのり運輸株式会社 4011701007667 建築資材搬送業者の現場待ち時間を解消する車両管理ＳａａＳサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社エイトノット 2010002049124 ゴルフ上達の新提案「オンラインゴルフレッスン」サービス 小松原　史雄

関東 東京都 豊島区 株式会社ＮＩＮＥ　ＳＥＮＳＥ 2013301036981 地域のゴミ問題を解決する最先端ゴミ処理機展示販売事業 株式会社大光銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＪＢＥ 4020001102723 オンライン活用型トレーニングジム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 Ｇｒｅｉｔ株式会社 2010001154081 自己啓発・動画配信，ＳＮＳ　配信，メタバース職員室事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 国分寺市 日精産業株式会社 4012401002479 不妊治療用シャーレの生産・販売による新分野展開 経営サポート株式会社 たましんリース株式会社

関東 東京都 世田谷区 日本コネクト工業株式会社 4010901008979 旋盤加工技術の向上により高度化が進む原子力発電所関連市場への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社クーネル 4020001090828 撮影技術会社のノウハウを活かした映像制作事業 新城　裕史

関東 東京都 渋谷区 株式会社エヌキューブスタジオ 1011001071788 レイクサイドリゾートとアウトドア撮影体験で長期滞在を促す取組 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 株式会社アーク 5010001092584 ＡＩによる音声認識・音声合成技術を導入した、非対面型研修の開発と実施 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 東邦シートフレーム株式会社 3010001051823 高強度・低重量・低コストを実現する新型・型枠材　新アイデッキの開発と製造販売 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社彩弘社 1010801029707 日本のインフラを支える職人の、職人による、職人のための、職人専用インキュベーション施設の開業！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 新宿区 株式会社パラダイム・ラボ 3011101035393 特定技能海外人材採用をＩＴで簡素化する特定技能後方支援システム構築 小松原　史雄

関東 東京都 武蔵野市 株式会社オールフィット 5010001140509 先進的なデジタル技術を活用した飲食店ＥＣ集客支援サービス構築 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 東信工業株式会社 7010001024420 お迎えとお預かりを軸にした複合型キッズスクールで子育て世代をサポート 株式会社八十二銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社ＳＡＩＷＡ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 6011601019835 建設機材のメンテナンス＆リユース事業への新分野展開 井之川　宗弘

関東 東京都 武蔵野市 有限会社センチェリー 6012402017111 お客様の「いつもの！」の声に応える、滞在時間最短５秒の自動受け渡しサービスの提供 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 Ｃｌｏｓ　Ｋａｃｈｉｄｏｋｉ 地域初のワイン専門小売店への業態転換で地域密着型の店舗を目指します！ 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 日本レヂャー開発株式会社 9010401023391 デジタル技術とデータ分析に基づくジュエリーのＥＣ販売事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社田巻屋 9010601004308 パーソナルカラー診断付オンライン着物レンタル事業及びフォトスペース事業 株式会社東和銀行

関東 東京都 あきる野市 株式会社真精工 8010101007101 最新型の複合旋盤とマシニングセンタ導入による新分野への参入について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 台東区 Ａｌｖｉｎｏ株式会社 4010501044193 セントラルキッチン機能を備えたお惣菜のテイクアウト・デリバリーサービスの新規展開 朝日信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ベーカリーイノベーション研究所 4012301010978 ベーカリーをクラウド業態へ転換！製パン特化のシェア・クラウドキッチン開設事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 東京都 大田区 合同会社ＶＡＪＲＡ 4010803001264 最先端技術を用いた新たなシュミレーションゴルフカフェバー 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 1010001113872 ＩＴ外国人人材と中小企業をつなげる採用・雇用プラットフォームの開発と提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社インテレスト 3010701021852 ロードサービス業界で革新的挑戦！【ワンストップサービス】により緊急事態にベストな対応を！ さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 有限会社鈴木製麺 5012802001194 セントラルキッチン構築と直売所開設による小売事業への進出 近山　寿博

関東 東京都 渋谷区 株式会社トラント 2010401054146 中小企業ＤＸ改革を担う人材養成と女性活躍の促進に貢献するｅラーニング事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 町田市 ディテールワークス 細部へのこだわりが生む、満足度の高いカーリペアサービスの構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 株式会社ネストレスト 9010001142492 留学生に向けた住宅情報提供のためのＷＥＢサイトの開発 大平　清貴

関東 東京都 東村山市 キーナスデザイン株式会社 6012701008091 パワーサイクル試験受託サービスへの業態転換 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 ＫＫブレイク株式会社 1010001173454 既存事業で培った経験と強みを活かした新分野展開（アスベスト事前調査ＳａａＳ事業） 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｆ２Ｆコンピューティング 3010001195975 スマートヘルメットの開発およびライセンス販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社エイトスターズ 1010401127209 観光支援ノウハウを活かした越境ＥＣ事業による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｉｆｒａ　Ｐｌｕｓ 8011201015159 アパレルのＯＥＭ会社が新たに始める自社ブランド事業 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社マーベリック 7010901015568 英会話ｘコインランドリーのシナジーによる　新感覚コミュニティ空間 小林　孝至

関東 東京都 江戸川区 クリエーツ株式会社 8011701002549 高齢者でも負担なく利用できる健康維持・機能改善のジムの開設 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 豊島区 株式会社ジェーガイア 6013301011477 マシンジム特化型の２４時間フィットネスジムによる新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社いせ源 7010001011278 老舗あんこう料理専門店の強みを活かした新製品「鮟まん」の製造販売 税理士法人矢崎会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社シンフォニード 9010401086182 就活支援アプリ・マッチングシステムを開発し新卒就活市場へ進出 岩城　哲夫

関東 東京都 千代田区 アンバーテック株式会社 1010001159065 ＩＴ企業によるパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 府中市 有限会社古川新興 4012402002370 廃棄物収集・運搬から処分・リサイクルまでの一貫処理システム構築による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｍｉｓｏ 9011101091951 日本初の韓国風マカロン専門店が、超急速冷凍技術を活用してＥＣでの全国展開を図る！ 小林　雅彦

関東 東京都 新宿区 株式会社タイグリスホールディングス 8013301030509 若年層へのビンテージ品オンライン販売への新分野展開 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

関東 東京都 文京区 エムシバシステム株式会社 9010001152368 現役エンジニアによるオンライン・プログラミングスクールを開校 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ＥＵＰＨＯＮＹ 4010001194621 高品質な水溶性フラーレン配合化粧品の共同開発と販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 紅梅食品工業株式会社 2011601002191 新食感！食肉パティの加工技術を活かした新たなベジバーガーの開発事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社リカーズひろせ 9010102007529 身近で気軽に楽しめる、美酒と美食の「角打ちビストロ」の提供 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 ふぉ～ゆ～あしすと 地域の冠婚葬祭需要を捉えたセントラルキッチン型飲食事業進出 大塚　伸宏

関東 東京都 文京区 株式会社テムズ 2010001072787 マーケティング力のフル活用によるワインバー運営事業 岡本　洋平

関東 東京都 大田区 森忠商事株式会社 5010801011941 自社ビルの空き部屋を活用した美容サロン立案による業績Ｖ字回復 北村　亮太

関東 東京都 新宿区 株式会社ＶＵＲＳＴ 7011001073498 健康寿命の延伸を目指すフィットネスジムの構築による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 清瀬市 株式会社ＩＳＯＧＡＩ 7012701015590 最新ＩＴ技術を活用した完全非対面の会員制室内ゴルフ練習場運営事業 薄井　保男

関東 東京都 足立区 株式会社セイコー 5011801008993 大胆な生産方法転換による高精度短納期生産体制の新構築事業 株式会社きらぼし銀行 三井住友ファイナンス＆リース

関東 東京都 荒川区 有限会社ティーハウス 2011502016126 当面の売上回復が困難なパブから介護予防フィットネスに業種転換 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 中央区 株式会社サンフィールド 5010001180554 ドローンを使った外壁等の住宅調査による外壁塗装及び屋根塗装事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 品川区 ＡＳＫ株式会社 6010701001265 ポストコロナと高齢化社会を見据えた医療機器部品への進出 株式会社ＡＧＳコンサルティング
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関東 東京都 中央区 株式会社タツミコーポレーション 7010601042045 捨てるものから使うものに～３Ｒ推進で環境負荷軽減～ 板井川　浩

関東 東京都 品川区 セナ株式会社 8010701017301 ペルシャ絨毯専門の小売店とオンラインショップの出店について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 新宿区 ポールマリエ株式会社 8011101072341 画期的新増毛・発毛技術により増毛・発毛サロン店舗の運営計画 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 ＤＸＨＲ株式会社 8011001101332 セキュリティエンジニアの育成事業 ゼロス税理士法人

関東 東京都 渋谷区 大峰高原開発株式会社 9011001070683 サウナとドッグラン付コテージで総合アウトドアリゾートへ新展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 新宿区 エイウッド合同会社 8011203002857 コンテンツ制作及びＮＦＴ関連サービスとＢＡＲを融合させた独創的な飲食事業 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 豊島区 ＰＯＰＣＨＡＴ株式会社 6013301021138 Ｗｉ－Ｆｉを活用した「看護師支援システム」の構築事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 大成プリント工業株式会社 3010101002172 ミリ波対応の高密度低損失プリント基板の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社グリーンリーフ 4011001066983 韓国の最新トレンドを取り扱う提案型のスーパーマーケット 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社グローエンタープライズ 6011101051132 癒しコンテンツの更なる発展と従業員が長く働ける環境づくりのためのグランピング事業の新規参入 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 ウィング株式会社 5010601000541 次世代型建築配送を実現する、揚重・荷運び事業 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 港区 株式会社ワンダーヴィレッジ 5012401030925 ワンボックスカースタジオ型プラットホーム「ミュージックデリバリーカー」 辻田　和弘

関東 東京都 足立区 渡邊プレス型工業所 災害時に役立てるポータブル給湯器を製造してＶ字回復と技術承継を行う取り組み 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社キョウワ 2010001001960 「印刷関連サービス業」から常温商品用の「倉庫業」への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 有限会社ヨネザワ企画 9010002029094 デジタルサイネージの広告媒体事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｃｈｅｅｓ 1011001109828 社会問題の解決にも取り組むＤＸ化されたスケートボードパーク 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 株式会社グハギ 8011103005976 再生可能エネルギーの発電量、電力需要予測、ＡＩ、画像処理、およびブロックチェーンマイニングに関する計算データセンター事業 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 中野区 株式会社吉住ホーム 9011201005745 ワーキングスペースや民泊に対応できるサードプレイス事業。 加藤　祐輔

関東 東京都 板橋区 株式会社河村機械工業所 7011401001521 プレス加工の知見を応用した炭素繊維加工によるドローンおよびＥＶ市場への参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ワンピース 9010001092416 服交換会のＷＥＢアプリ化 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｖｉｖａｌ 5010701037095 家族連れや若年層をターゲットとした、古民家を使用した地域密着型の馬肉専門飲食店 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 世田谷区 ユリイカ 自家醸造クラフトビール開発によるビアバー店舗運営及びＥＣ販売への進出 昭和信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社三盛 4011801015611 半導体製造装置・医療機器向けの精密金属部品加工体制を再構築する業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 世田谷区 ＲｅＢＯＲＮｔｉｅ株式会社 9010901047023 女性専用のキックボクシング＆ストレッチジム「ＲｅＢＯＲＮ　ｆｒｏｍ　ＺＥＲＯ」のオープン パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ビジョンゲート 8010401095985 おうち学童の開発とフランチャイズシステムの構築 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社美道 3010601027181 「超高圧温水洗浄機・内視鏡カメラ」を活用した排水管の高圧温水洗浄及び入替工事への新規参入計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社和光 2012401003479 新倉庫確立等を実施し、ＥＣ販売における配送代行事業への参入による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 東久留米市 株式会社ジェーピージェネレーターズ 7012701007588 持続可能な可搬式電力供給ソリューション 小林　孝至

関東 東京都 台東区 株式会社ＴＩＵ 6010501043219 体に本気で向き合い、健康寿命を伸ばすパーソナルジム事業 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 コムサル株式会社 3010701025390 リラクゼーションサロン企業によるはちみつ関連産業への新分野展開 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャトラコンサルティング 9013301037107 裸眼３Ｄシステムの開発と販売 株式会社フォーバル

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人スポーツ・オブ・ハート 4011005005509 リモート型ノーマライズイベント用システムの構築 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 品川区 ＡＬＷＡＹＳ‐ＥＭＯＴＩＯＮ株式会社 2180302012351 日本の伝統文化をリアルとオンラインで学べる民泊＆体験事業 野畑　忠好

関東 東京都 荒川区 株式会社カラーバス 8120001206452 エシカル購買を通じた社会貢献を促進するスペシャルティコーヒーのＥＣサイト開設 アプリコット株式会社

関東 東京都 西東京市 隠れ家ぎょうざ　やみつき 餃子専門店から、より地域住民と共有できる場へとなる、中食にも対応したカフェ経営へ 五味田　匡功

関東 東京都 板橋区 宮沢誠 ＩＣＴを活用した整体リラクゼーション運営事業 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 千代田区 株式会社アチーブメント 3140001106820 健康寿命をのばすための認知動作型トレーニングを用いた高齢者向けジムの運営 坂上　志歩

関東 東京都 目黒区 株式会社飲食空間 7011001066106 飲食店向けデザイン会社の挑戦！家具製造の内製化及び一般向けＥＣ販売 松尾　基司

関東 東京都 港区 ＢＬＢＧ株式会社 3010401043981 日本とイギリスとの懸け橋を、より強固にするための事業再構築 粕谷　智和

関東 東京都 目黒区 株式会社東京ビューティースパ 5010901029636 障害と個性をハンディにしない社会活躍支援グループホーム 五味田　匡功

関東 東京都 世田谷区 有限会社ブレインリンク 3011002036284 ＡＩによるキュレーション機能を搭載した経営関連情報自動収集システムの開発 芝信用金庫

関東 東京都 立川市 岩下商事株式会社 3012801009562 学生向けにＣｏ－Ｌｉｖｉｎｇのコンセプトを打ち出した新形態のシェアハウスを開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 昭島市 株式会社ナガセ 3012801002410 新たな洗浄装置部品の受注に向けた切断及び検査工程の刷新計画 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 東京都 墨田区 業平自動車株式会社 6010601013971 既存の自動車関連事業をＥＶ車対応とし、充電サービスを開始する計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社キットクルー 1011801016273 業界初：Ｍｉｍｉｃ（ものまね）で成果の可視化の実現 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社名校教育グループ 9011101057424 多言語教育を提供するインターナショナル保育所への新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 品川区 株式会社玉川科研 6010801027193 電動車両用バッテリーへの軽量化の貢献技術：新規材料の試作開発・製造・販売事業への進出 臼谷　昌城

関東 東京都 文京区 ケントピア株式会社 4010001087544 葬儀社向けソフト会社が　街おこしバーチャルモール開発で事業再構築 土橋　一拓

関東 東京都 千代田区 泰榮エンジニアリング株式会社 8010001066387 床ガラスコーティング事業への挑戦による環境問題への取り組み パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ここぼら 4011001105031 『リゾート型ワーケーション複合施設「Ｂｌｕｅ　Ｉｓｌａｎｄ」の運営』 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社土田製作所 3013101004675 複合加工機の設備導入と自社技術開発による工程集約加工への新分野展開事業 一瀬　章 ＪＡ三井リース株式会社

関東 東京都 台東区 一賢株式会社 4010501039565 屋内ナビゲーションシステムを開発し、新市場開拓に挑戦 河原　豊

関東 東京都 中央区 株式会社ＤＴＡＣ 5010001149665 石垣島で地産地消。観光客向けデリバリー＆ＥＣ事業再構築 小松原　史雄

関東 東京都 調布市 株式会社八洋 7012401008440 高性能マシニングセンタ導入による宇宙事業への新規参入 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社バント 2010001157407 全国各地の魅力を伝え特産品を販売するメディア・ＥＣシステム開発 マジェステ株式会社

関東 東京都 日野市 理想空間株式会社 8013401005765 賃貸管理のＤＸ化による、不動産賃貸事業への新分野展開 平野智一

関東 東京都 目黒区 有限会社ティーエスオーコーポレーション 1011102030387 韓国家庭料理から本場韓国スイーツ店の出店事業化計画 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジョルテ 2260001008444 地域情報発信拠点となる「島のパン屋」事業への新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社７ｓｔｙｌｅｓ 9011601023090 ワーケーションで地域を活性化！那須高原の高級プライベートＶＩＬＬＡ 梅景　幸一

関東 東京都 江東区 日本コーバン株式会社 6010001062058 クリエイターコミュニティサイト『Ａｎｄ　ＯＮ（アンドン）』の構築とサービス展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍ 3100001030487 小規模コールセンターＤＸ！顧客管理＆自動発信が可能なリモート通話システム 松尾　基司

関東 東京都 大田区 株式会社伸正精機 4010801006100 アルミ素材部品での半導体製造装置分野への新規参入と生産性の改善による事業再構築 株式会社北日本銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社熊倉製作所 5010601010193 アセンブリ製品の精密板金加工、製造分野へ挑戦、進出する事業再構築計画 株式会社大光銀行

関東 東京都 中央区 株式会社メディプロインターナショナル 6010001188167 食品・化粧品の卸売業から自社工場における製造業への転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 台東区 ジェントス株式会社 9010501005141 自社ライトの固定的装着可能ヘルメット製造で事業を二本柱に 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 目黒区 株式会社サクラディッシュ 2011001105306 コンサルティング事業からＤＸの知見を活かした健康食品通販へ業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｉｒａｍｉｒｕ 1011101072091 インディ映画と現代アートに特化したＮＦＴマーケットプレイス『Ｃｉｎｅｆｉｌ．Ｐｌａｃｅ』の運営 吉岡　晴美

関東 東京都 渋谷区 株式会社シャンカラ 3010401136199 障害福祉事業所の”見える化”及び、個々の障がい特性に最適化　されたマッチングプラットフォーム事業 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 品川区 株式会社プロダクトオブタイム 8010701023860 ベイカリー工場におけるパン製造および小売販売による事業再構築計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 キスリー商事株式会社 1010001172225 人工ゼオライト事業への業種転換による利益拡大化事業 小野里　秀研

関東 東京都 港区 株式会社ブルーイッシュ 2040001103507 未経験ＳＥも大活躍！利益率の高いＳＥＳ事業 キークレア税理士法人

関東 東京都 港区 変な商社株式会社 8011101079353 宿泊業界向けＢｔｏＢ型受発注システムの開発による新規事業成長戦略 Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｓｕｎｂｏｒｎ 7010001142503 フリークライミングの情報提供アプリの開発 Ａｒｔ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社五十嵐 9011401013952 廃棄木材ゼロへの挑戦！地域農業に貢献するおが粉生産体制の構築 株式会社栃木銀行

関東 東京都 墨田区 光洋工業株式会社 9010601011865 ＡＩ機能搭載のＮＣフライス盤導入で新製造プロセス構築による生産性向上 合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＧＩＮＫＡＮ 5010001172584 暗号資産の自動買付配布システム開発によるＢｔｏＢ事業への参入 柴﨑　悦史

関東 東京都 練馬区 株式会社吉田クリーニング商会 8011601010750 保管サービスを含む受渡しロボットを使ったクリーニング 横堀　健

関東 東京都 港区 株式会社パーク 9011001103625 山の食体験を進化させるマウンテングルメラボの立上げ 服部　峻介

関東 東京都 新宿区 株式会社ヘルセ 9011101043151 韓国ブームを捉えた韓国食材スーパーへの参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
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関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＧＯＬ 8010001192992 唯一無二の空間を提供する「プライベートサウナ」の出店計画 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｅａｌ 8360001020482 コロナ禍でも気軽に通える非接触型セルフ脱毛事業への新規参入 税理士法人　ピーエフコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社チエノワ 5010401105136 大手企業向けコミュニティラウンジ付きハイブリッドスタジオ事業 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社心愛 9011101054685 非対面申込の広告媒体を開発し、営業プロセスを変更する業態転換 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 江戸川区 株式会社メガ・ワールド 4011701010571 入居者同士のコミュニティ形成を目的とした新たなＳＯＨＯ物件の提供事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 町田市 株式会社サカジオ 5012302008608 再エネ電力普及に貢献する険峻な山地」におけるボーリング新事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社佐山製作所 3010401011798 内から外へ！　丈夫で軽くて衛生的なエクステリアソファーを開発販売 屋代　勝幸

関東 東京都 渋谷区 スパイカ株式会社 5010901035898 非認知能力教育と健康ご飯で「人生を生き抜く力を育む」知育施設 松尾　基司

関東 東京都 豊島区 株式会社女性医療研究所 7010001105261 骨盤臓器脱患者向けサポーターパンツを手縫いから自動化し若年層への販売 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 目黒区 株式会社カドリールインターナショナル 3013201001564 ブライダルインナーのフォトスタジオ店におけるレンタル事業 鳥山　昌久

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＡＤＶＩＫ 3030001018374 脱炭素社会に向けた、ＥＶ関連市場向け部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 品川区 テイ・エス・コーポレイション株式会社 2010701006185 自動搬送ロボットへの新分野展開のためのアルミ板金加工体制の整備 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈｉｎｏｄｅ　Ｌａｂｏ 7011001117453 国内外・副業人材の工数・勤怠管理Ｓａａｓプラットフォーム 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社フェルメス 7010501039991 生活支援事業に参入し、新市場開拓に挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＥＳＫ 4240001042006 地域企業と才能あるクリエイターを繋ぐ営業支援事業【ＰＡＲＡＤＩＧＭ】 叶内　理香

関東 東京都 台東区 株式会社ＣＵＯＲＥ　ＪＡＰＡＮ 8010501033085 服飾業での信頼とマーケティング力を活かした人気飲食店の多店舗展開 石川　由也

関東 東京都 中野区 株式会社スバルグラフィック 7011201002752 高生産オペレーション体制の構築による同業社への貢献と出版・印刷事業への新分野展開 株式会社エフアンドエム リコーリース株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社ユート 5011201011268 地域の社会課題解決を目指す、レストラン併設地ビール醸造所 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 多摩市 株式会社ナウプランニング 7013401006005 地産地消をコンセプトとした焼肉店の新規出店計画 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 大田区 株式会社加登屋 8010801002616 ｅスポーツで人々と地域を豊かにする 城南信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ＢＰアレンジメント 4011102016821 アフターコロナを見据えた洗濯代行付きコインランドリー事業 朝日信用金庫

関東 東京都 東村山市 有限会社東村山給食センター 5012702003381 新冷凍調理による仕込食品ロスゼロの調理・保管・搬送一貫サービス 東京都商工会連合会

関東 東京都 大田区 有限会社ＹＭＳＳ 1010802017776 海外の最先端自動車に対応した新時代の整備サービスの実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 千代田区 アイシーケイ株式会社 6011801005494 研究開発部門の再構築により新市場向け商品開発を行う新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 町田市 株式会社幸栄舎 3012301000880 デジタル技術の活用による非対面自動受け渡しサービスの構築 株式会社横浜銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ベースメントファクトリーデザイン 5010901036434 沖縄初出店！「活カニ×沖縄料理」新しい食文化で再起を懸ける！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 ナジャペレーネ株式会社 1011001026073 体と心を改善するピラティス事業の展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 東京中央不動産株式会社 4010001107673 コロナ禍の交流を活発に！オフラインコミュニケーション施設への展開 白川　淳一

関東 東京都 板橋区 合同会社中田キカク 6010003027422 ＡＩを活用した起業者向けのＰＤＣＡ支援アプリサービス ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 有限会社東方商事 5010402033641 ＤＸを活用した安心安全な非接触空間で食し、健康面のサポートと維持・増進ができる薬膳居酒屋 川崎信用金庫

関東 東京都 中央区 三浦商事株式会社 8010001063087 自社開発した冷凍食品を自動販売機で販売する事業 金子　康彦

関東 東京都 渋谷区 ウェルサイズ株式会社 9010401145236 「機能性表示×完全栄養食コーヒー」のサブスクリプション型Ｄ２Ｃサービス展開 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社三和食養研究所 8011801029995 不安定化するサプリメントＯＥＭ受注から製造直販体制への進出 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社スリーアローズ 9010401124660 ＧＣＫの仕組みを活かしたフードデリバリー特化型事業の新分野展開 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｔｏｒａｇｅ 5011001113603 美容サロン特化の採用管理システムＳａａＳ事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 ケリー電気産業株式会社 5010001042787 音声システムへの新分野展開プロジェクト 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エフ・ジー 7020001129111 自社スタジオを持ったライバー事務所でライブ配信業界へ本格参入 潮田　和美

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人若者教育支援センター 2011005005576 人材の好循環を生み出す地域密着型通所介護事業 渡邊　寧子

関東 東京都 品川区 株式会社三ツ波 4010701009459 革新的電子デバイス「ＭｅＬｏＤｅＡ」の開発事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｉｃｈｉｄｏ　Ｕｐ 7020001119649 英会話スクールをワーキングマザー向けにオンライン展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社レルモ 7010601054833 美容室の物販を可能にするサロン専用ＥＣプラットフォーム 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社日本グローイング社 5010601023071 組織再編と高機能プリンターの導入による販路拡大 土公　文平

関東 東京都 台東区 カラーズ商事株式会社 4010501037057 日中の架け橋となりたい、旅行会社の物流の心臓である倉庫業への挑戦 株式会社ＷＥＥＶＡ

関東 東京都 世田谷区 久保田建装株式会社 6010901013317 塗膜剝離を通じ社会に貢献　ＳＤＧｓで新たな企業ブランドを構築 株式会社静岡銀行

関東 東京都 港区 株式会社正剛インバウンド 8010501032293 近隣地域では初となるコロナ下でも安心且つ安価に楽しめ、フードロスにも貢献し得る完全個室、予約制の非接触型の飲食店舗の運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社自動処理 3011401014931 デジタル社会の実現に向けて　アジア初「ノーコードＡＰＩ開発ツール」の開発 本多　剛士

関東 東京都 豊島区 裕豊商事株式会社 7013301013068 イタリア料理ＦＣ加盟による飲食事業への進出 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社フジキン光来 4011201009718 国産材料とストップフードロスのこだわり点心を全国のご自宅に、総菜加工会社のＢｔｏＣへの挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｒｅｓｔ 6010001134261 銀座の高級江戸前寿司に挑む！新カテゴリー・ブランド寿司『あおもり寿司』プロジェクト 中川　正文

関東 東京都 文京区 株式会社フーデックスホールディングス 8010001081972 郊外型ベーカリーと移動販売を通じた地域コミュニティの形成事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 足立区 株式会社ＫＯＹＡＭＡ 6011501006470 彩りある街づくりに貢献！ラッピング技術をもっと広める生産体制構築 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ハイロメル 3011001070466 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ自動化ツールシステム開発事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 府中市 株式会社総合建設ケーツー工房 3012401010375 家族でワーケーション むさし府中商工会議所

関東 東京都 足立区 美創 新しい生活様式に合わせたテイクアウトメインの飲食事業 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 中野区 株式会社エーディーカンパニー 3011201017110 テイクアウト、宅配、通販で新井薬師カスタード専門店へ業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＰＬＡＹ株式会社 9011101087314 国産初、自動タイムトラッキングサービス開発によるセルフマネジメント事業への新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 杉並区 番町オーラルサージャリーデンタルクリニック 千代田区の働き盛りと子供たちへ！最新の予防歯科で生涯現役の歯 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社中商ホールディングス 9380001028829 都市型再生資源リサイクルセンター運営による循環型社会形成事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社きもの三鈴 3010901011629 地域に根差す呉服店が始める「和のわくわく空間事業」 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社インフィニットルミナス 2010001083553 イートイン・独自の販路ルートを意識したジェラートの　開発による新ビジネスモデルの構築 興産信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＢＵＳ 6010001163839 ＷＥＢシステムを活用した生産プロセスの見える化による商品販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 町田市 株式会社ユニコーン 5012301002628 緑山の中心でスパ事業による地域貢献！ 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＰＡ・ＡＭＯＲ 4011001070366 医療施設と連携できる強みを生かしたエステティックサロン等への業種転換 昭和信用金庫

関東 東京都 千代田区 アイディールブレーン株式会社 8010001087978 建築関連業者の開発力を後押しする、構造試験受託事業者として、木造建築の安全性向上に貢献 税理士法人のぞみ会計社

関東 東京都 目黒区 株式会社旭ネームプレート製作所 3013201006530 印刷物の総合メーカーとしてコロナニーズに対応する事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 渋谷区 東京食彩株式会社 4013201017618 セントラルキッチン、ＥＣ 武多和　正光

関東 東京都 足立区 株式会社昭和測器 5011801008341 国内トップクラスの高精度・高容量変換器の生産と校正事業の拡大 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 練馬区 株式会社すみれ 8011601011468 ４３年の保育所運営ノウハウを活かした学童クラブの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 葛飾区 バックドロップ株式会社 9010601041904 ＵＶインクジェットプリンターを活用した、映える！バズる！オリジナルデザインの新時代内装材をご提案 東栄信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロデュースＮＯＴＥ 3011001104389 ＤＸによる美しい日本語の伝承推進事業 木村　祐司

関東 東京都 中央区 株式会社ミトヨ 6010001058378 地球環境に優しいカーエアコン部品の供給によるＥＶ化への影響 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 北区 アールイー株式会社 4010101012294 食品の出会いサイト・マッチングアプリ運営 礒川敦

関東 東京都 渋谷区 株式会社シンクロ 2013301038425 長崎県対馬市ので古民家宿泊事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 小平市 バキュームプロダクツ株式会社 3012701004457 日本初、計測範囲６桁を実現した高精度・広帯域計測可能な真空計「Ｑ’ｚ　Ｇａｕｇｅ」の製造販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社エンプティセット 1010401102384 インバウンド観光促進への架け橋、ＲＶパークの新設事業 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 文京区 株式会社ケアワーク弥生 6010002002087 デジタルとアナログを融合したケア・コミュニティ・プラットフォーム事業（新分野展開） 荒川　竜太

関東 東京都 港区 ヴィセラ・ジャパン株式会社 1011001067869 非接触型スパ施設とオンラインカウンセリングとスパ化粧品販売の展開 特定非営利活動法人東日本事業支援機構

関東 東京都 千代田区 株式会社インジェスター 5010401050919 外国人と企業を繋ぐ就労支援サービスのプラットフォーム 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 魚家株式会社 8010001126810 ＤＸ化で安心・安全、女性専用２４時間フィットネスジム「ＢＢ　ｂｏｄｙ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ 首都圏リース株式会社
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関東 東京都 西東京市 株式会社コスモテック 4010001088575 ［わ」をコンセプトにしたカフェを創設し、地域の人の憩いの場を実現する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 ジャパン・プロパティーズ株式会社 7010401097636 不動産事業のノウハウを活用したソーシャルレンディング事業の構築 株式会社東和銀行

関東 東京都 中央区 株式会社築地江戸銀 3010001050536 １００年続く老舗すし店のノウハウを活用した、総合食品サプライヤーへの事業転換 鬼塚　明日海

関東 東京都 港区 株式会社レストレ 2010801030267 鮮魚自慢の居酒屋が挑戦する、家族みんなが楽しむ非接触のファミリー割烹 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社テックコンシリエ 8010001206521 ＡＩ技術を活用したものづくり企業向けＳａａＳ型事業環境データ分析ソフトウェアの開発 中村　優

関東 東京都 台東区 ＤｉｖｉｎｅＳｏｆｔ株式会社 3010501030104 クラウド型電子カルテとオンライン診療システムの開発と販売 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社大井製作所 4010701001845 基礎化粧品需要増に対応したヒンジキャップ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 東京都 世田谷区 有限会社オプティム・ゲート 2011602023583 ヒトに、健康・繋がり・美味しいを提供する味噌汁専門店の展開 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 ジャパンローヤルゼリー株式会社 4010001134180 女性特有のカラダの悩みに向けたフェムケア製品！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 青梅市 今福商事有限会社 1013102005699 高効果かつ人体に安全なナノプラチナイオン抗菌製品の製造・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社テイクファイブ 1010401034974 焼肉事業「まんぷく」のフランチャイズパッケージ化および物販販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 アンドピープル株式会社 3011001065912 千葉県南房総地域で海外旅行気分をコンセプトとしたホテル事業への新規参入 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社フードバンク 2010001103988 飲食事業で培った強みを活かしたハワイ・ワイキキ宿泊施設及び飲食事業の構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 有限会社サン・ユナイティッド 7011002036644 地方の観光資源を活かした体験型グランピングサービスの開業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＥＮｆｉｌａｒｅ合同会社 5010403024680 セルフ方式による頭皮ケア等の新規展開により、顧客層の開拓を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 北区 逍遥文化株式会社 9011501025179 中国、ベトナム出身者向けを中心とした輸入食材、食料品小売事業への進出 森口智志

関東 東京都 豊島区 株式会社昇和 5013301036070 都内初のがん患者へ「元気」と「勇気」を与える放射線ホルミシス療養ホテル運営 興産信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社永田屋 3012302003569 抗ウイルス対策リモート参列型ハウスエンディングへの新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社プレック 9012801006406 強みとする対応力を生かした好調市場での組立加工業進出計画 加藤　正憲

関東 東京都 杉並区 メディカルフィッティングサポート株式会社 9012401031119 ＢＣＰ対策に基づいた太陽光蓄電池装置の展示販売・設置・メンテナンス事業 ＪＯＢＵ合同会社

関東 東京都 中央区 ソフトベンチャー株式会社 1011001056723 受託開発ＩＴ企業が置き去り問題を安価に解決！自社サービスを複数展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 立川市 井内　啓二 社内スタジオの新規設立による、映像制作・動画配信事業及び外部へのレンタルスタジオサービス事業への業種転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 墨田区 東京石鹸堂合同会社 1010603009576 石鹸製造・販売業への転換による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｒｉｔｅ株式会社 4011001123958 ＥＣ事業者を対象に拡張型ＣＲＭツールを搭載したプラットフォームサービスの提供 佐藤淳

関東 東京都 中央区 一般社団法人日本メディカルヘルスケア協会 6010005024590 生活習慣病対策等に向けた最新鋭トレーニングサービスの提供体制の構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｄｅｌｔａ 7010801019090 １００％生フルーツピュレ（ジュース）の製造販売 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ＭＡＣＲＩ 1010001162218 オンラインカウンセリングを活用した地域に根差す新形態の提案型ブランド眼鏡販売事業 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 合同会社Ｓｔ－Ｂｅｌｌｅ 6010003026135 地域のエコ意識を促進する地域密着型の店舗型リユース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 ＯＳＰ 音楽アーティストを支える業界唯一のプラットフォームビジネス 内田　哲夫

関東 東京都 荒川区 パレレ株式会社 1011503004056 レンタルスペース事業から「都度払い型の個室マシンジム」事業への業種転換 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｗａｒｉｓ 7010401105002 人材紹介業向け　ＳａａＳ事業　新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 株式会社クランピーリアルエステート 9010001189740 トラブル不動産の知見を活かした専門家マッチングサイトへの新進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社丸山海苔店 4010001057381 インバウンド対応の日本茶・日本文化体験サロン事業とＩＴ活用 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社辰吉 1010801028650 地域の再生に貢献する『住宅解体～廃棄物処理』への新分野参入 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 台東区 ワールドオブザマーキュリー株式会社 2050001038306 主婦の地域情報ＤＸ！マイナー情報も安価で広告するポータルサイト 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社カイコーポレーション 8011801023288 自社のもつバイオ製品技術力を生かしたスキンケア事業への進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 新宿区 カイテク株式会社 9011101083206 「介護事業所特化のＡＩ　シフト　ＳａａＳ開発による新分野展開」 東京商工会議所

関東 東京都 多摩市 有限会社味好銀龍 8013402001739 ウィズコロナに即した、老舗町中華の自家製麺・自社冷凍自販機事業の創出 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＣＯＲＯＮＥ 5010401129936 建物空室対策／建物再生ＤＸシステムユニット販売（屋内植物栽培モデル・ラボ兼モデルルーム開設） 経営相談有限会社

関東 東京都 港区 ハートランドＩＴイノベーション株式会社 2010701022934 勝浦の観光資源を活かした宿泊サービスとアウトドアサービス 納塚　大

関東 東京都 品川区 株式会社イーバイピー 3010001128514 静脈認証決済システムの開発とキャッシュレス決済代行業への参入 五十嵐　由和

関東 東京都 港区 有限会社グラマー 6011002029582 ナチュラルな色彩表現技術によるブライダルエステ事業への参入 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社カラミー 3013301023888 中小人材派遣会社向け業務システムの開発・販売 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 豊島区 株式会社ＢＣＭ 9011601019980 磯焼け対策としてアクティブ藻礁の開発よる藻場再生・藻場増殖事業への展開 全東栄信用組合

関東 東京都 練馬区 練馬漢方株式会社 1011601021498 漢方薬局の地位向上を目指した口コミサイト運営事業への進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新島村 百井整体院 癒しとリラクゼーションにこだわったワーケーション宿泊事業 内藤　義光

関東 東京都 杉並区 株式会社早美 5011301005806 対面型クリーニング事業からＤＸ活用による衣類管理総合プロデュース事業へ 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムズライク 9011001117914 オンデマンド配信を活用したコロナに適したパーソナルジム運営事業 井上大輔

関東 東京都 中央区 創線株式会社 2010001180227 無垢材の木材加工・塗装事業に新たに進出し、作業の内政化と集約化を図る 朝日信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 遠山荘一郎内科クリニック 産学連携によるブラウンチーズの製造販売による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東京クランクベイト 4010401130597 地域交流の為のファミリー向けシミュレーションゴルフへ業種転換 山田　健一

関東 東京都 中央区 祥瑞ソリューション株式会社 6010001190461 グローバルなＩＴ人材教育事業の立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 株式会社テックリンク 1010801018965 ふれあい動物カフェの立ち上げによる、ＢｔｏＣビジネスへの挑戦 小倉　裕樹

関東 東京都 昭島市 株式会社わくわく 9012801010390 保育・介護事業で培ったノウハウ、ネットワークを活かし新たに家事支援サービス＋αサービスを提供できる複合施設の運営計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 江東区 畑中特殊バルブ工業株式会社 8010601007781 宇宙ステーション用バルブ装置への設備導入と自社開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 千代田区 アンダーズ株式会社 9010401124553 ＩＴ人材サービスから、ポストコロナ時代に対応する自社ソフトウエアサービス開発への転換 辰巳　英城

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＨＩＮＧＯＫＵＺＵＮＯ 7011001116414 渋谷から世界に文化発信を！　世界に一つだけ「オーダーメイドのカスタムスニーカー」事業 川橋　隆則

関東 東京都 豊島区 株式会社ウルフ 6013301038446 地域資源を活用した漬物製造と冷凍自販機、卸販売による新分野展開 石川　和比古

関東 東京都 港区 ｇｌａｍ株式会社 7010401100597 最新のＩＴテクノロジーを活用したシミュレーションゴルフ・バー事業 長南　伸明

関東 東京都 目黒区 らいふＬＡＢＯ株式会社 1011001125858 障がい者グループホーム事業の参入で地域貢献を担う 加藤　祐輔

関東 東京都 狛江市 株式会社Ｏｎｅ　Ｒｉｖｅｒ 3012401037708 Ｗｉｔｈコロナ時代のニーズに沿った、人脈を活かしたライブストリーミング配信事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社日本パープル 2010401023118 シナジーを活かしたクラウド契約書管理サービスへの新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 福生市 きさらぎ 美容と健康年齢を延ばすパーソナルトレーニングジム開業計画 江尻　晉介

関東 東京都 豊島区 明宏印刷株式会社 5013301012807 スマホで見やすいスポーツ大会プログラム制作システムの開発 大東京信用組合

関東 東京都 港区 ヨメテル株式会社 9011001122889 ＡＩ顔認証、ＢＬＥ付携帯アルコールチェッカーを活用したＡＩ点呼機器の開発 泉　芳郎

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＴｉＳＥｇ 5011003008405 業界初。未来のリーダーを育む、芸術や体験学習を通して主体性と非認知能力を育むアフタースクールの設立と運営 壁谷　英薫

関東 東京都 豊島区 三共化成株式会社 5010801004516 独自成形技術による、新分野高機能成形品の製品化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社グローバルエデュ 4011301013280 進路を切り拓く「グローバル・マインドセット養成講座」の展開 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 有限会社田中精密鈑金工業 9011802015589 アルミ・銅など高精度な鈑金加工への業態転換による医療機器、産業機械等の短納期ニーズ対応への挑戦 城北信用金庫 株式会社アマダリース

関東 東京都 港区 スポーツ総研株式会社 8010401144387 児童向けＡＩスポーツテスト開発事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 渋谷区 株式会社セルフィット 5011001073756 「私のなりたい！」を応援する女性専用セミパーソナルジムの展開 内海　妙子

関東 東京都 文京区 株式会社リベルワークス 3010001106809 ポストコロナの持続可能な社会に向けた生体データＩｏＴデバイス活用事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 武蔵野市 株式会社リンゴ 6012301009985 日本のモノづくりの目利きを生かした、国産大豆に拘る豆乳カフェの新展開 齊藤　光介

関東 東京都 中央区 Ｎｅｘｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 7010001213196 メタバースなどオンラインを活用した、メモリアル空間提供事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社エヴリワンズ 2011002035386 ペット向け製品の新開発事業 坪井　亮

関東 東京都 北区 株式会社ＳＡＷＳ 8011501019784 失われてしまう飲食店の再生と新たな価値を地域経済に貢献する事業 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社ＵＮＯ 4010601060454 ウィズコロナ時代の感染症対策を徹底したバレエダンス教室の新設 経営創研株式会社

関東 東京都 稲城市 有限会社ワイエスデザイン 1013402006785 アルミ削り出しアニメフィギュアの製造・販売事業 関口　大介

関東 東京都 八王子市 ブロードデザイン株式会社 9010101010797 配信特化型ワンストップＥＣサイト事業 多摩信用金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社日本ドリコム 5013301026047 オンラインガイダンスプラットホーム構築による進学情報のＤＸ化 木佐谷　康

関東 東京都 江東区 株式会社ティーライブ 1010601030278 エンターテイメントノウハウを活用したキャンプ場運営事業の立上げ 坪井　亮

関東 東京都 世田谷区 吉岡事務所 メタバース・ＩＴで受診障壁を低減するスマートクリニック開業 ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＥＴＯＴＥＴＯ 4010901040833 眺望抜群の地でロスフードを活かす食品加工所とカフェ、サウナの運営 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 品川区 さくら製作所株式会社 4230001015425 誰でも便利に収納物の最適管理を実現できる、世界初のＩｏＴ化されたワイン／日本酒用セラーを開発 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ａ－Ｚ　ＴＲＵＳＴ 6010601049561 従業員定着率向上に向けて、スタッド溶接工事事業への新分野展開 新井　一成

関東 東京都 日野市 株式会社光レジン工業 5013401004919 Ｌ－ＲＴＭ工法による大型ＦＲＰ成形物製造の新事業展開 和喜田　勤

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒ＆Ｍ 7011001073192 新製品、頭皮ケア美容液を製造・販売する事業を開始することで顧客層・売上を拡大し、事業の成長を目指す 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＳＡＮＧＯ株式会社 7011001053888 地域密着型小規模フランチャイズ（ＦＣ）システムの構築と販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＣＲＡＰ 8130001032006 体験型オンライン脱出ゲーム 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 豊島区 常盤化学工業株式会社 1013301008767 日本で初めて高価なボトックス治療を安価に安全に行えるよう、製薬原料の開発と販売を進める。 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 中野区 株式会社ゼノン 2010901006472 最先端のＡＩマシーンによる、女性専用フィットネスクラブ運営事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 Ｓｔｕｄｉｏ５１株式会社 7010901031169 人に寄り添うＡＩコミュニケータープラットフォームビジネスの立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 墨田区 大東印刷工業株式会社 9010601011460 マーケティングＤＸセンター開設によるクロスメディア市場への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＰＭＣ 4013201018632 商品製造を内製化、新たな需要に応えた商品提供による事業再構築 星野　裕司

関東 東京都 練馬区 熊谷珠恵 時間シェア型レンタルインドアゴルフカフェ＆バーの開業、新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 大島町 合同会社村上屋 9010003025290 最新式のサンドバス事業を開業し、伊豆大島の健康増進に貢献する 七島信用組合

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ 8011001071591 健康寿命延伸への貢献を目指す安心・安全・美味のこんにゃく米の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ネクストローカル 9012401021367 地域内個店支援プラットフォーム「わっしょいアプリ」 横山　和夫

関東 東京都 葛飾区 株式会社伊部製作所 3011801014416 産業用機械部品製造への取組による事業再構築 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社リーメント 1010001087753 キャラクター・チョコレートフィギュアの製造販売事業」 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 千代田区 科健化学株式会社 6040001093637 イオンクロマトグラフ事業による分析技術プラットフォームの構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｏｎｅ　ｖｉｓａ 8011101074610 特定技能に関わる申請をクリーンかつ効率的に運用できるシステム　ｏｎｅ　ｖｉｓａ　ｔｒｅａｔ　の開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社アセットジャパン 8010701025956 不動産業者に特化した「ＳａａＳ事業」に参入 サポート行政書士法人

関東 東京都 北区 有限会社アールコーポレーション 7011502016039 ＨＡＱＵＲ製のプラスチック代替製品の開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社三容堂 6011401012296 オンデマンド印刷でＢｔｏＣへ　　自社技術活用の新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社メディアーク 2010001167950 高機能消毒ディスペンサーの開発製造販売事業 アイ・コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 ウーミャ株式会社 5370001020476 廃校リノベーションによるデイユースオフィスとグランピング事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 大田区 村上裕紀 コア・ゴルファー層の本格練習対応・地域密着型室内ゴルフ練習場 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社高橋企画開発 5011202003628 シミュレーションゴルフを使った月額定額制インドアゴルフスクール事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社アイテック 7010901017267 家電専用　取扱説明書制作ソフト 東京商工会議所

関東 東京都 港区 ビージェイテクノロジーズ株式会社 3010401135515 リチウムイオン電池用部材の製造を行い海外市場へ展開する 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 台東区 すがた企業株式会社 8010501008979 個室サウナ事業に進出！上野の宿泊客に快適性を追求した癒しを提供 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社三進製作所 4011401002555 アルミニウム材を使用した部品加工、筐体製品の製造の新分野展開による事業再構築計画 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 北区 株式会社エガワ 7011501013656 画像解析を用いた独自検査技術の確立による高付加価値色紙の事業拡大と事業構造改革の取組み 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｕｒｎｉｔａｇｅ 9010401144353 高級ブランドリユース家具のレンタル事業による新分野展開 川井　良訓

関東 東京都 中央区 株式会社渡辺ハゲ天 8010001063112 セントラルキッチン建設による天ぷらの冷凍食品化事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 3011101091387 ＩＴ　エンジニア向け転職サイト運営事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 6012401013235 保育の質を高めるクラウドサービス「一人ヒトリＦＯＣＵＳほいく」 山田　陽介

関東 東京都 豊島区 株式会社ＭＰＣコーポレーション 8010401107476 街の中華料理店を救う、みんなのセントラルキッチンへ大転換！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社木村技研 3010901003114 非接触型トイレ設備の製造 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｏｕｇｙ 2010401096205 記念美フォトニーズを満たす美容サロン併設フォトスタジオの運営 吉野　康太

関東 東京都 新宿区 株式会社サビオアンドテック 7011101036702 冷凍庫卸売・修理業から総菜冷凍自販機製造業への業種転換 ペンデル税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社クイーリー 8010001069126 クラウドで行う暗号化ファイル転送サービス「暗号カプセル便」 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈａｔｔｅｎｄｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7010401144264 日本が誇るフローズン「くりーむパン」を世界に拡げる海外展開事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 イーマ株式会社 5011001034675 スポーツマネジメント会社独自ノウハウによるゴルフスタジオ運営 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 西多摩郡瑞穂町 株式会社加藤製作所 9013101007383 半導体製造ための前工程の成膜装置向け大型アルミプレートの量産体制構築 多摩信用金庫 たましんリース株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社ちあふる 9010701029106 プロのプロデューサー集団が内装デザイン・監修する感動のプライベートリゾート”ＫＡＮＲＥＩ” 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社グランドスポーツ 7010001190857 アスリート級栄養管理アプリで情報サービス業へ新分野転換を図る 株式会社千葉銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社東京宝礼社 6011601019595 搬送，葬儀業から故人が生きるデジタル自叙伝事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＭＡＲＣＯ 1010401133058 料理教室と物販事業による事業再構築 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 江戸川区 株式会社ヤナギ 9011701007935 ＥＶ車のエアコン用部品のプレス加工化という技術革新への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社大航海時代 1013301039655 アパレルＥＣ物販事業から、パデルコートレンタル事業への業種転換 税理士法人広中タックスサポート

関東 東京都 江東区 株式会社ライブオンミュージック 6010601039752 充実したセカンドライフのためのインターネットラジオ局運営事業 株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ

関東 東京都 品川区 株式会社野村産興 8010701016600 インスペクションに基づくリノベーションで、安心快適な持続できる社会づくりへ貢献 芝信用金庫

関東 東京都 練馬区 新興電機株式会社 3011601002835 異形深絞り技術を活かした次世代自動車分野への新規参入 静岡県中小企業団体中央会

関東 東京都 中央区 株式会社山櫻 8010001059168 エシカル製品を活用した新分野展開 株式会社大三経営事務所 東京センチュリー株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社ｓｈａｋｅ　ｈａｎｄｓ 6010701034661 子供たちの未来を輝かせるＳＤＧｓ×野球フィットネスジムの運営 岩井　久典

関東 東京都 中野区 株式会社Ｈａｎａｂｅｅ 3011001094770 ＷＥＢ３．０を見据えたファンクラブサービス提供事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社スムース・パーティ 9010401058875 地域Ｗｅｂメディアを兼ねた勝どき限定デリバリーサービスの立ち上げ 澁谷　宗紀

関東 東京都 港区 株式会社ＢＩＧ　ＵＮＩＴ 1011001093601 フードロス撲滅！焼肉店による「端材を活用した無人販売店」への挑戦 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＡＢｅｅＺ 2010001150857 川崎駅徒歩５分の超好立地で提供するグランピング型レストラン事業 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社アドバンスメント 2010401092740 地元飲食店のＥＣを推進するデジタルを活用した次世代型うどん店舗経営 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社ハイブリッヂコミュニケーション 5011101017200 「レンタルスタジオを開業し、既存事業も配信」参入 国本　明哲

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｉｎｏ　Ｈａｙａｓｈｉ 4010001136219 海外市場向けの日本酒通信講座の開発 東京東信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社柏木岡芳商店 3011102003060 酒類販売店舗スペースを大幅削減（約６０％）し、ランドリーカフェ事業への新規分野展開 西京信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ビーライン 4012301005788 ＩＴ投資のリスクを軽減する眼科向けクラウド型電子カルテの開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ウエストコースト語学院 8010801001213 海外向けオンライン日本語講座と外国人児童生徒を対象とした学習塾 芝信用金庫

関東 東京都 大田区 一般社団法人ＡＴＳ教育センター 5010805002648 外国人向けオンライン日本語学習コンテンツ提供による商圏拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 板橋区 ＰＪＭプロジェクト管理合同会社 1011403002614 ポストコロナ時代に対応した「働き方改革・テレワーク勤怠管理ＤＸサービス」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 日野市 国産機械株式会社 3013401000242 最新型レーザー加工機導入による燃料電池大型トラック用部品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 グレードル株式会社 1010401105230 スーパーフード“モリンガ”商品開発・提供および販売の事業化 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 サワダ興産株式会社 7010801004919 火力発電部品から半導体分野へ！高硬度材重切削への大胆な挑戦 石山　賢

関東 東京都 墨田区 石川紙業株式会社 3010601008710 セミオーダーオリジナル箱作成システム事業 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 つげ歯科五番町クリニック 歯科技工機能の内製化・完全個室の設置によるＶＩＰ向け即日補綴治療の新展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 港区 ＣＳＢジャパン株式会社 5010401105342 世界的有名店のレシピとサウナで整う古民家再生型グランピング 但馬信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社デジタル・アトム・ラボ 4011001128404 ＣＧスキルを活かしたメタバース住宅展示事業および不動産の販売促進事業 柿塚　英樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＵＬＡ 2011001109315 トレーラハウスを利用した地域密着型保育施設の開設 澁谷　宗紀

関東 東京都 新宿区 株式会社ログシー 3011201019833 プラットフォーム構築による「人材紹介サービス」の新分野展開 さわやか信用金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社ＶＩＣ 8010701034759 アバターを使った１対１の会話アプリ事業 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 板橋区 株式会社アイエスディー 4011401000014 駐車場全般の情報プラットフォームサイトの構築及びクラウド駐車場管理の専門不動産業の開始 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 港区 ビルコム株式会社 4010401062428 国内唯一の媒体情報雑誌「月刊メディア・データ」のクラウド化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江戸川区 ＣＲＥＷ株式会社 4011701022848 運送事業者が手掛ける、買い物疎過疎地域への衣料化粧品の移動販売事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社エスパテント 5010001093095 知的財産の海外進出を支援する革新プラットフォーム「らくらく外国特許」の構築と事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ＪＡＭ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 4012301012066 複数の販売方法とオンライン戦略で今後の危機にも対応出来るイタリアンレストランを新展開 谷田　俊之

関東 東京都 新宿区 株式会社オリックコーポレーション 2011101065747 都心部の高層マンションを中心とした洗濯代行サービスの需要開拓 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ウイング 3011001104224 国内初のアスリートのパフォーマンス向上のためのボディ・メンタルケアによるアスリート支援 大東京信用組合

関東 東京都 立川市 株式会社武蔵製菓 7012801001615 日本文化を象徴する和菓子の新商品開発と海外への販売展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ＧＴＭ　ＷＥＩＤＭＡＮＮ 4010801023566 電動車向け絶縁部品の製造に関する新分野展開 小林　修

関東 東京都 渋谷区 ＴＥＮ　ｇｒａｐｈｉｃｓ株式会社 4011501023559 商業デザインに特化した月額会員制クラウドサービスの開発と運営 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ＳＯＲＡＢＩＴＯ株式会社 1180001114268 建機レンタル会社の受注管理をＤＸ化するクラウドサービス開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ｙｅｐ 5011501019457 ビーコンを使った新事業密を避けたイベント支援と収入増 髙橋力也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｈｕｎｙａ 2011001051698 ヴィンテージ・リユース衣料のリアルとデジタルの事業展開 松井　淳

関東 東京都 渋谷区 合同会社カンダバ 5010403019326 小豆島の名産品×ベーカリーの組み合わせで、小豆島の地域創生へ挑戦！ 進藤　智裕

関東 東京都 中央区 ジャスティス株式会社 9010601038025 民泊代行事業から、ＡＩ監視カメラ事業への転換 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートホスピタル 8010001199971 手術教育動画の共有プラットフォームの開発 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 練馬区 有限会社アイ・エム・ケイ 3011602000144 酸素ボックスを活用した健康リラックスルームの開業 朝日信用金庫

関東 東京都 多摩市 多摩タウンサービス株式会社 5013401002063 既存事業の活用で中華の新商品開発と販売チャネルの多様化を図る 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 エスラッシュ　五十嵐美由紀 自分らしい魅力を表現したい男女向けのお顔のビューティーサロンの開設 アプリコット株式会社

関東 東京都 港区 株式会社リーガライズ 4011801035709 対面法務コンサル事業から法務ＤＸサービスへの業種転換 北澤　淳

関東 東京都 新宿区 株式会社ｆｏｒｉｉｏ 6010401135628 多種多様なクリエイターを適正なタイミング及び最適な雇用機会の提供サービス『ｆｏｒｉｉｏ　ｃａｒｅｅｒ』システムの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｒａｃｅｓ　Ｂ 1013301035869 芸術分野の講師・アーティストのためのオンライン配信対応多目的レンタルスタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 結家不動産コンサルティング株式会社 2011001068858 個人の人生に寄り添う不動産投資のオンライン個別指導とオンデマンド講義のサービス開発及び運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 株式会社キューボデザイン建築計画設計事務所 1021001010877 発展途上国の富裕層に向けた既成の住宅設計図書ライセンスのＥＣ販売事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 東和アミューズメント株式会社 3010401082261 ポストコロナ対応　非接触型スマート遊技機店舗による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社せおん 9010001117627 Ｅラーニング・システム導入によるオンライン・セミナー事業 治田　千州

関東 東京都 新宿区 株式会社ジュニ 5012401025165 独自商品開発やＮＦＴの活用を通じたデジタルアート事業への進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社江東美研 5010601043895 飲食店を核とした多目的店舗の運営 ＴＣＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ＫＪ－ＲＩＮＧＳ 3010001175820 資産運用を学べ、人材交流もできる会議室＆コワーキングスペース運営 松山　亮樹

関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＩＴＲＡＢＡ 9011301026534 イタリアンシェフの作る本格ヘルシー石窯ピザでテイクアウト・デリバリー事業展開 碇　信一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社アジアメデカ元気事業団 5010001141952 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。介護総合コンサルの知見を元にした介護事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 港区 株式会社ナノエッグ 7020001077509 烏骨鶏卵による栄養強化卵（デザインエッグ）の製造・販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーネクスト 6010001146785 介護業界のＤＸを推進する音声認識＋ＡＩを活用した介護サポートシステムの開発と販売による新分野への展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社レイズコーポレーション 1010901024632 スタッフが常駐せず女性がリラックスできるスポーツジム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社ＵＣ 1030001104374 配送事業からコロナ後の生活に合わせた倉庫一体型のロジスティクス統合事業への事業転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 株式会社フクプランニング 8010501027351 鉄道・飛行機等のファン向け木製模型および乳幼児向け木製玩具の自社製造 経営ビューイング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社グラブデザイン 9010001091731 「Ｗｅｂ３．０＋ｅラーニング」を実現するラーニングマネージメントシステム（ＬＭＳ）開発 税理士法人ビランツ

関東 東京都 品川区 株式会社ＨＩＧＯＬＤ 5011301022504 アレルギー検査に基づいた、犬用オーダーフード製造販売ビジネス 北野　正彦

関東 東京都 清瀬市 しあわせ月桃株式会社 7010901040500 レトルトカレー及びレトルト製造拠点構築及び販売戦略の実施 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 新東洋株式会社 2011101072479 在日外国人向け広告型（実質無料提供）ウォーターサーバー事業 税理士法人富士中央綜合事務所

関東 東京都 大田区 株式会社ＭＡＳＳ企画 7010801032572 所有の古民家を利用して、貸別荘＆レンタルスペースとして整備し、観光事業に新規参入。 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャパンサイクルリーグ 7011001135265 リアル自転車体験のＤＸ化推進を行う情報プラットフォーム提供事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社希須林 4011301001806 セントラルキッチンを中心としたフルライン経営による事業再構築 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 株式会社アーネストプレイス 9010001080107 零細マーケティング支援会社から、非接触型インドアゴルフレンジの新規参入による組織的経営への進化 牛腸　真司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ドマーチェ 5010401095526 製造卸から製造小売への新事業展開 中村　八州夫

関東 東京都 品川区 株式会社アマナイメージズ 7010701016865 ストックフォト事業者から機械学習用教師データの素材提供事業者へ 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 北区 株式会社滝野川製版 6011501002767 営業力を活かしパッケージ印刷向け製版で需要獲得する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社タグボート 8010001131471 ＮＦＴアートで新たなデジタルアート市場を作る 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社 1010001156789 メンタルヘルスに関する組織改善実行支援事業 佐藤淳

関東 東京都 大田区 株式会社プレコエムユニット 7010801027465 ６５年以上の肉の卸業者としての知識と経験を活かした新しいお肉屋さん Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社カイリ 4010901037961 内装工事を活かした無人シミュレーションゴルフルームの運営とＦＣ展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

関東 東京都 世田谷区 株式会社プライムスタイル 5010901017079 パーソナルデータ利用状況把握自動化システムの開発と販売 二瓶　豊

関東 東京都 杉並区 個別指導塾テスティー株式会社 1011301018175 キャリア教育支援プラットフォームを用いた受験勉強で終わらない一生チカラの育成事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 千代田区 株式会社ゼロブロック 7011801028461 当社の強みを活用した農業×福祉事業に挑戦　農地の有効活用と障がい者の雇用拡大を支援 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 ａｋｉｂｉｔｏ株式会社 7010001189718 ブランディング力を発揮してａｋｉｂｉｔｏは商人（あきんど）に 白川　淳一

関東 東京都 港区 株式会社ソナーユー 9010401142885 『イベント行きたいファンコミュニティサイト　「イベントイキタイ（仮）」のコミュニティサイト開発』 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社シルク・ハット 1011101067091 美容室内における新規ネイル事業 岩﨑　信幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｚｅｒｏ 8020001102620 ポップアップストアと連動したカフェ「ＤＲＵＧ　ＳＴＯＲＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ　ＣＯＦＦＥＥ」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｓｉｘ株式会社 9010001176862 独占販売権を持つトリュフ販売店による専門料理店への事業拡大 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェイプランニングインターナショナル 8010901023405 人工アイスパネルによるスケート遊戯施設運営及びＦＣ展開事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎ　ＳＴＵＤＩＯ 4010001114538 新しいコワーキングシェアコミュニティ事業の構築による事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 中央区 株式会社ＣＡＤネットワークサービス 6011101005336 「事故０」を目指すフォークリフトＶＲ学習コンテンツの開発事業 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社要 1011101056961 Ｍ＆Ａプラットフォームサービスによる受託事業から自社サービス提供会社への事業再構築 有限会社クレメンティア

関東 東京都 八王子市 株式会社ムラタ 7010102006821 コロナ禍に負けない「石油王カレー」で構築する新分野展開 長井　寿郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＯＲＥＴＴＡ　ＭＡＲＴＩＮ 6010001225300 ポストコロナ時代の新しいレンタル音響制作スタジオ「アルカトラズ」の設立 鬼塚　明日海

関東 東京都 足立区 株式会社太成 9011101055873 食品卸売専業から独自の方法で、一般消費者向けに加工食品を開発して自社仮想店舗で小売　りを展開する。 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 練馬区 ラッドオンザテーブル株式会社 8011601021533 虎ノ門ヒルズのフードモールで新たにカジュアルなタコス料理を出店・運営 三村　尚広

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢｏｏＳＴＡＲ 7011001125869 「やさしさ」をブランドプロミスにした冷凍食品事業の創造 服部　峻介

関東 東京都 港区 一般社団法人日本再生医療センター 2010405017702 幹細胞バスの開発・販売及びサービス事業 茅　毅

関東 東京都 町田市 経営サポート株式会社 8020001108015 資金繰り表ＷＥＢシステムの開発による中小企業の経営支援 町田商工会議所

関東 東京都 港区 明和化学工業株式会社 9010401029265 ２１世紀型先端機能材料「カーボンパーツ」のハイブリットリユース事業への業態転換 小林　良介

関東 東京都 千代田区 ＶＩＳＩＴＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7011001100698 企業経営に関する判断や採用を支援するクラウドサービス開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社パートナーズホーム 3013301041163 中小不動産業者の業務効率に寄与するクラウド型業務支援システム ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 インターラボ株式会社 5011101053303 ＩＴ人材育成／ワーケーション宿泊施設の運営 秋山　尚子

関東 東京都 羽村市 有限会社ＺＥＲＯ 9013102007754 業務用美容機器のメンテナンス受注事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＱＵＡＲＥ 6011101044648 耕作放棄地を活用し、キクラゲ栽培事業への進出を図る新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社ソットヴォーチェ 4010001159087 高精度遠隔操作カメラを用いた、リモート手術サポートサービス 興産信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社インベスチャー 1010001106868 自社データ資産を活用したＩＲ情報レポートサービスのＤＸ化計画 株式会社商工組合中央金庫
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事業再構築補助金　第７回公募　採択案件一覧【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。
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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 東京都 新宿区 株式会社メディアスタッフ 2011101024298 ロストボール撲滅ドップラーセンサー３Ｄレーザーセンサーでボール位置特定。ラウンドデータ蓄積ＡＩで分身がメタバースゴルフ 吉岡　晴美

関東 東京都 港区 株式会社進鳳堂 5010401130951 「集中力」可視化による学習支援：「脳波解析集中力判定システム」開発販売企業へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社Ｔｅｎｍｕ 7011101086375 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ分析システムの開発及び販売促進事業 山本　修一

関東 東京都 港区 株式会社Ｚｅａｌｏｘ 7010001205532 Ｗｅｂデザインに特化したサブスクリプション型のオンラインスクール事業 税理士法人リライト

関東 東京都 大田区 株式会社ＮＥＸＴ　ＲＩＢＥ 9010801028742 趣味のための設備（インドアゴルフ）とラウンジを併設したシェアリング・サードプレイス事業への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社プレイス＆アビリティ 2010401082568 中小・ベンチャー企業と学生向けに特化した人材マッチングアプリ開発！ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ａｓｉａ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 9010401144931 脱アルコール！保護犬と触れ合えるドッグカフェ事業への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 株式会社船場 4010501032297 資源の永続的な循環利用を企図した循環型空間デザイン領域への事業展開 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｒａｚｙ　Ｂａｎｋ 8011001123252 人生を彩る振袖ブランドの確立による新分野展開 水谷　弘隆

関東 東京都 千代田区 株式会社ロクマル 6011401015539 米最新エクササイズ導入により日本初の障がい者トータルサポート体制構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 船宿　西野屋 「釣船」事業への進出で　Ｖ　字回復 株式会社マイティータンク

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社Ｍｉｄｏｒｕ 8013101005512 開業後まで全面サポート！男性向けエステサロンの開業支援スクール！ 伊藤　央

関東 東京都 渋谷区 株式会社メディアル 2011001106221 業務のＤＸ化によるシングルマザーの働き方改革となるカレーショップの経営 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社Ｄ７ｓｕｓ４ 7010902022662 学校の特色と生徒の個性が共存する新しい価値を持った卒業アルバムとサービスの構築 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＥＹＥコーポレーション 9011101068611 幹細胞順化培養液を用いた化粧品原料及び化粧品販売事業 小林　奈緒

関東 東京都 葛飾区 有限会社三友シーフーズ 7011802025706 魚介類を使用した加工調理品の販売による、総合的に魚を取り扱う専門店への転換 井上大輔

関東 東京都 豊島区 株式会社ｃｒａｆｔｅｒｓ 1013301040200 健康食品・サプリメントを中心とした「越境型ＯＥＭ受発注サポートＤＸ」プラットフォーム 税理士法人ＳＥＴＡＣＳ

関東 東京都 品川区 愛知産業株式会社 7010701000299 アーク溶接を応用した金属３Ｄプリント技術開発による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 いさりび　青物横丁店 地域を代表するクラフトビールブランドへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社洋暉 2011101072256 地域の外国人向け朝食外食需要への対応・食文化醸成 高松　佑

関東 東京都 渋谷区 株式会社眞興社 6011001010163 個人向けのデザインサービス伴ったネット印刷ビジネスの構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 神津島村 合同会社ＦａｍｉｌｉＡ 4010003024776 離島の様々な課題を解決するすごろくゲーム＆音声ガイドアプリ開発支援事業 西原　憲臣

関東 東京都 千代田区 フロンティアファクトリー株式会社 5011101067162 日本企業と中国の工場との取引の非効率を解消するＤＸプラットフォーム事業 スカイワード税理士法人

関東 東京都 三鷹市 株式会社歩 4012401017394 中古車販売事業でシニアカーライフの充実による生きがい創造！ 岩井　久典

関東 東京都 品川区 合同会社アンプレナブル 7010703004240 地域貢献型「ＩｏＴで働く女性の時短ニーズに特化したコインランドリー」 村田　祐己

関東 東京都 日野市 ディー・ワークス株式会社 2013401006620 実務に即した総合的な建築設計業務の研修サービスの提供 野口洋岳

関東 東京都 荒川区 株式会社ミリオンダウト 2010001164254 友人同士の交流を人間に代わってＡＩが企画して誘う、店舗や旅館への予約代行送客事業 坂田　喜代子

関東 東京都 世田谷区 有限会社ロイヤルハイツ 4010902016626 最新機材を用いた会員制シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社スタディカンパニー 9011301019496 生活＆学習タイムスケジュール管理アプリを用いたオンライン学習塾 濱高　大

関東 東京都 足立区 クックピット株式会社 7011801018090 市販スープの販売新規事業計画書 巣鴨信用金庫

関東 東京都 荒川区 飯塚鉄工株式会社 6011501005423 自社加工領域の拡大による半導体製造装置製品市場への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 足立区 スリーオーサプライ株式会社 9011801025812 リボード什器製造のノウハウを活かし、凹凸印刷によるオフィス家具製造への挑戦！ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 千代田区 ＤＥＮＢＡ株式会社 2013301024689 睡眠中に身体データを取得し健康・心血管マネジメントにつなげるヘルスケアプラットフォーム構築 坪井　亮

関東 東京都 中央区 プラスロン化粧品株式会社 3010001112303 新成分を配合した化粧品を開発し、購買データを活用していける企業体制へ 井上大輔

関東 東京都 中野区 ＮＡＫＡＮＯ　ＨＡＪＩＭＥＮＯＩＰＰＯ にんにく専門ＥＣサイトとＡＩを活用した調理の構築 加納　豊彦

関東 東京都 世田谷区 株式会社湧久屋 5010901039874 地域密着型店舗としてのノウハウを活かしたクラフト生ビール持ち帰り事業 佐々木　裕美子

関東 東京都 千代田区 株式会社アヤカンパニー 2010001009211 オープンキッチンによりライブ感を提供する和カフェに業態転換 久保田　昌宏

関東 東京都 新宿区 株式会社クエスト 3011101048577 事故事例・安全教育におけるエレベーター設置会社向けＶＲ研修システムの開発 和喜田　勤

関東 東京都 目黒区 こだま産業株式会社 7013201002096 コロナ後のフィルム包装材市場ニーズに応えクリーンルーム内製造に進出 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｔｈｅ　ＣＡＭＰｕｓ　ＢＡＳＥ 5010401138441 「地域体験型飲食・宿泊施設開発」を機とした「アグリツーリズム」参入 公益財団法人くれ産業振興センター

関東 東京都 墨田区 ＥＪＰ株式会社 7040001099947 人生をゲームに変える情報管理ＷＥＢサービス 税理士法人スバル合同会計

関東 東京都 あきる野市 株式会社グラーチャー 8013101007673 宿泊事業ノウハウを活かした飲食店事業の新規展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社セレソン 1010001105845 国産無添加生ハム内製による輸入リスク削減＆卸売・ＥＣ事業 廣瀬　好伸

関東 東京都 江戸川区 株式会社源八船頭 9011701002746 八丈島に関する郷土料理及び特産物を生かしたオリジナル商品のＥＣ製造販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＬＶＯ 3011001104050 好きな時に手ぶらで楽しめる３密回避の２４時間無人インドアゴルフ 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 台東区 有限会社時代屋 9010502022581 冷凍スイーツ等製造・販売と物流ＤＸ拠点事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 合同会社渋谷ＭＫ企画 4011003004826 人気観光地の箱根で完全個室と日本蕎麦のサ活・サ飯を提唱するインクルーシブサウナ 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 足立区 順栄貿易合同会社 4030003007358 ＩｏＴ化した無人ビジネスホテル兼フレキシブルオフィス提供事業の開業 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ｎａｎｏｎｉ 6010401152706 企業内での女性活躍を推進する「フェムテック・福利厚生プラットフォーム事業」 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 小平市 株式会社ソフネットジャパン 3012701001504 真贋査定にＡＩ技術を用いた、ＣｔｏＢの貴金属、ブランド品の買取専門を新たに開始することで、拡大するリユース事業を捉える 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 台東区 富田興業株式会社 6010501008733 創業１００周年を迎える皮革素材屋が取り組むシェアスペース事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 新宿区 ＥＮｔｒａｎｃｅ株式会社 8011101088338 パーソナル型旅行企画　－　Ｔａｂｅｅｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ビルドストーン 1010401086405 地域貢献で街づくりから世界を目指す和食店プロジェクト 税理士法人原田税務会計事務所

関東 東京都 台東区 株式会社ピークス 7010501038069 動画コンテンツの充実を図った次世代型・株式投資情報ポータルサイトの立ち上げ 税理士法人Ｓｏｏｇｏｌ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＯＹＯＨ 8011101085244 商業施設の運営企業や集合住宅のオーナーがＥＳＧ投資の対象になるためのシステム開発及び運営する事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 練馬区 ステイホーム株式会社 5011201019113 在外外国人労働者の日本企業マッチングアプリ構築 長塚　歩

関東 東京都 練馬区 株式会社ロジクトロン 3011601022536 大型ドローンを利用した各種資材の荷上げ・運輸事業 木村俊治

関東 東京都 台東区 株式会社ディメッション 9010501033712 既存事業の付加価値を高めるパーソナルトレーニング事業への参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 荒川区 株式会社千住抜型製作所 7011501007195 抜型製造で培った設計力・デザイン力を生かし、　ペーパークラフト製造事業への挑戦！ 株式会社イストワール

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆｕｔｕｒｅｌａｂｏ 2011001090903 経験をつんだ優秀層のための、副業マッチングサイトの開発 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 株式会社アイゼ 6010401142104 古紙（１度使われた紙を再生（リサイクル）できる紙、雑誌、新聞紙、段ボールなど）を効率的に常時回収する新たなビジネスモデル 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社サンビレッジハート 6120902022289 ママのスキルマーケットサービスに伴うクラウドシステム構築 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 合同会社鵠沼住宅サービス一号 3021003007746 自社の強みを活かしたアウトドアニーズを満たす宿泊事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 港区 シェフクリエイト合同会社 2010403023487 店舗実戦型教育による、飲食店出店支援事業 小林　満義

関東 東京都 港区 株式会社シオン 6011001066651 アルムナイによる大企業とベンチャー企業のシームレス人材連携ＡＩシステムの構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｉｃｈｉｒｕ 1090001015161 女性や若者の社会進出を支援するシェアキッチン併設宿泊施設の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 国立市 ＷＡＫＵＷＯＲＫＳ株式会社 3012801021336 大地に根ざした住環境サービスを支える　体感拠点の整備 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ 8010001197018 「お泊りデイサービス×配食サービス」事業による超高齢化社会における高齢者生活支援体制の整備 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 港区 カタカレジデ合同会社 2010403013728 先進技術を活用し、エコで使いやすく料金も安いコインランドリー事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 マハロ合同会社 7010403008319 石垣島の自然の中で地元特産物を味わい自由に過ごせるレストランの開店 沖縄県商工会連合会

関東 東京都 港区 ＷＩＬＬ合同会社 6010403018946 心身健康のため九十九里でペット同伴できるワーケーション宿泊所へ業種転換 山田　健一

関東 東京都 品川区 堀澤麻衣子　ボイス＆メンタルトレーニングスクールアマートムジカ　 既存事業でこれまで培ってきた「音楽業＋ボイトレメソッドのＮＦＴ化と海外展開」 兒玉　洋貴

関東 東京都 江東区 株式会社ティップトップマーケティング 1011101042235 地域コミュニティの拠点として活気づくブックカフェの開業 フレンド税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社創業新幹線 2013301028005 食品工場新設により、飲食店運営から飲食店向けの食材卸売と一般消費者向けの小売販売への事業展開 税理士法人ＡＳＳＥＴＳ

関東 東京都 文京区 有限会社Ｆａｉｒｙｄｏｍ 6010002040541 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ａｅ　ｍｕｓｉｃ　ｊａｐａｎ株式会社 4020001127704 ЯÉＶＯＬＴＥ（リボルテ）の立上げによる広告・コンサルティング企業への転換 細野　光生

関東 神奈川県 川崎市宮前区 ＳＨＩＲＡＦＵ 動画を利用した最新のＷｅｂサイトを紹介するポータルサイト運営 早田　文幸

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社サンフラワー 9020001117980 美容から福祉に貢献！地域に根差した高齢者向けヘアカラー専門店に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社エムティーアールコーポレーション 5020001079985 空手教室との相乗効果！放課後等デイサービス教室の新規運営 土田　高記
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事業再構築補助金　第７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。
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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 神奈川県 藤沢市 有限会社尚文社 9021002002676 最新のＸＲ技術を導入してプロモーションに差をつける！ 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 Ｇｒｉｎ　Ｇｕｖｎｏｒ株式会社 9021001044521 抗酸化効果抜群！！健康寿命を延ばすからだの中のコーティング 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社エンドレス・カンパニー 4190002010124 生活の彩り拠点となるパールポーク料理店の新規出店 魚谷　康行

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社ダイアテック 1020002050908 新たにキャンプ場事業に進出する新分野展開 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 秦野市 有限会社山口自動車整備工場 5021002038831 先進技術対応力を強みとして「中・大型車」車検事業へ新分野展開 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ハリウッド・イーシー 5020001013564 コワーキング・コスタディスペースへの新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 新木　朋就 動産仲介業からバルーン遊具レンタル・イベント運営事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アルティメイトケータリング 5020001115385 新サービス「本格料理冷凍デリバリー」を全国展開、生産性向上を図りデリバリー市場に挑戦‼ 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ＳＡＩＮ 6020002045390 代表の配偶者の料理人経験を活かして、ベトナム料理の持ち帰り飲食サービス業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＫＴＭ 8020001115713 工事業から溶接技術による配管材製造への挑戦 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 ダツ　デザイン　ワーク　スタジオ 店舗デザインのノウハウを生かし、キッチンカーでのパンの移動販売に進出 税理士法人あおば

関東 神奈川県 逗子市 株式会社クロスパティオ 9021001041964 ビジネスマンをメインターゲットとした弁当屋開業事業 黒田　学

関東 神奈川県 川崎市高津区 Ｎｉｎｏ．Ｆｅｌｌｏｗｓ．Ｃｌｕｂ株式会社 2020001141120 ネイルサロンとフリーネイリストのマッチングサービスの開発・運営 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＴＨＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ 5020001122043 「保育・育児カウンセリングサイト」を用いた非対面非接触でのカウンセリング事業 辻　拓真

関東 神奈川県 横浜市旭区 リトアストア 衣料ＥＣサイト運営からアイラッシュサロン店舗の開業 ＳＷＯＴ有限会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ＧＥＮＴＥ 1011001095721 仕組み型ラーメン店を開業し、属人的だった飲食店の再構築 加藤　祐輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社トーニチユニオンサービス 8020002006630 ＴＵＶ　認証の取得を武器としたＥＶ　整備への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ポリスター 8020001108972 国内中小メーカーに対する、中国企業とのマッチング支援並びにコンサルティングの実施 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 大泉写真事務所 農林水産業者のＰＲ動画とその食材を使ったレシピ動画の撮影編集 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｌａｓｔａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6020001098571 エステの経験と集客ノウハウを生かしながら脱毛による新たな分野、客層の開拓 税理士法人ＹＭＧ林会計

関東 神奈川県 川崎市高津区 小松造園 働く人々の日常に活力を与える＂地元民に愛される＂ステーキ屋経営 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 バタフライ・ラッシュ 一流企業での接客経験を活かしたコンサルティング業への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人日本ベリーダンス連盟 2020005012920 ベリーダンスポータルサイトの運営事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社デュ・ラン社 2020001085400 店舗ビジネスのノウハウを活かした個別学習塾への事業再構築事業 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ブラスト 1020001083495 最新のウェアプリント方式を導入し新分野製品を市場に展開する事業 ＫＩ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 金澤知基 リラクゼーションのマッサージ業から、筋力トレーニングとボクササイズを融合したパーソナルアンチエイジングジムへの事業転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 イデアルプラン株式会社 8020001119730 オンラインでの集客チャネルの形成及びオンライン商談可能な提案方法の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 トップクリーン 美容外科クリニックと提携した脱毛・痩身エステサロンの開店事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 株式会社Ｂａｋｋｉｅ 5021001018900 おいしく食べよう！「腎臓病ごはん」　腎臓病の人のための会員制レシピサイト事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 ピークアンドバレー合同会社 9021003009349 既存事業である知育学習玩具の強みを活かした「子ども向け英会話教室」と「英語オンライン授業」事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＺｅｒｏＬｉｄ 7020001123741 ポストコロナの新文化・リラックス系シーシャ店による再構築計画 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 湘南じょいふーど株式会社 3021001008028 おひとり様（一人客）をターゲットにしたクラフトビールとキャンプ飯の飲食店事業 株式会社アークス

関東 神奈川県 川崎市幸区 えｂｃ－ｙａｎ合同会社 9020003006232 日本酒（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓａｋｅ）の輸出による日本文化の海外発信事業 河村　晴雄

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ハイタイム 2020001094376 宿泊対応可能な地域密着型通所事業への新規進出 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社港北精工 3020001008566 食品業界へ進出して、生産工程の全体管理と定期訪問サービスの構築 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シュービ 4020001031708 ＵＶインクジェット印刷を活用したシール・サイン製造事業 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社ケイユー工創 7020002061874 独占直輸入・ダンス教室とペットを対象としたジュエリーの販売 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市中区 鳥羽山事務所 ブッシュクラフトキャンプに特化したキャンプ関連用品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市南区 真夜中のビバリウム 動画配信された多種類のヘビに「会ってふれあえる」カフェ開設への業種転換 菊池　武広

関東 神奈川県 横浜市南区 拓進株式会社 6020001061538 日本国内在住の外国人留学生向け進学塾事業 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ジーイーエム 1011201002238 アルフォンス・ミュシャの世界を服飾雑貨へ投影、ＴＶ通販等で販売 飯島　伸博

関東 神奈川県 小田原市 ナチュロパ健康院小田原 更年期世代の女性のためのヘルスチェック＆ケア事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社エンフィールド 4020001044230 プライベートサロンからコロナ対策を充実した完全店舗型サロンへの転換 柴田　宏之

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社空間工房 6020001133592 賃貸住宅における空室対策としてのルームツアー動画制作サービス事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＭＡＤＯ 2020001088741 建築一括請負を可能にする土木工事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ダイニングダイビングリコモ ビジネス街から商店街へ！コロナに負けない地元密着ラーメン店への挑戦 澤口　洋輔

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社アルファ技研 8021001011225 最新の検査体制を導入し、生産設備用自動化装置の製作を展開する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市緑区 シグナル・コンポーズ株式会社 6010401145180 「音楽ゲーム開発」を機とした「ゲームソフトウェア開発事業」参入 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 ヘアーメイクアキラ 感染症対策を踏まえ、新技術を導入した自分磨きのための脱毛サロンを開設し、トータル美容を展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 座間市 有限会社ＴＳＳ 7021002044118 循環型パソコン販売とサービスに伴うリサイクルパソコン店事業化 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市緑区 有限会社ゼノン 6021002029334 ｅ－ラーニング茶道講座関連事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 ショットバーアクアリウム 夜間の飲食事業依存からの転換、レンタルスペースとポールダンス教室の運営 浅井　政晃

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ｉｏ 2021003007185 非対面型セルフ式よもぎ蒸しサロンの展開 原島　清孝

関東 神奈川県 川崎市中原区 エーポートコミュニケーションズ株式会社 7020001107059 運用代行業から自社メディア運営による広告業への進出 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社沖冷熱工業 7020002105284 沖縄のソウルフード・沖縄おにぎりを販売する「沖縄おにぎり　金城」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 アイ・リサーチラボ コンビニＦＣ本部で培ったノウハウを活かした「ご近所マーケティング」の提供 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ビスイアソシエイツ 1020001106909 放課後等デイサービス事業開所計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社エック 7011102018484 純国産非加熱はちみつによる美味しく健康を促進するキッチンカー事業 さきがけ税理士法人

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社パルテア 4021002009214 観光と芸術のオンライン放送局「スタジオサイレン６０１」 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社紺色 2010403020501 クラウド型建築基準法検索サービスＡｒｃｈｉＬａｗｓ事業計画書 税理士法人小形会計事務所

関東 神奈川県 逗子市 有限会社ビィラタカサキ 5021002068457 老舗鮮魚店のノウハウを活かした海鮮定食の提供による事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 マイルストーン合同会社 7020003017231 抱っこ紐開発による母親の育児負担の解消 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 ビストロマール 横浜馬車道の隠れ家ワインバーが挑戦する新しいワインの販売形態 坪井　亮

関東 神奈川県 横須賀市 ティエドゥール 頭浸浴の自動化によるヘッドスパ専門事業新規開拓と地域雇用創出 岩下　文

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社グラスルーツ 2021001010505 トップアスリートのデータをもとにした健康的な「食」の提供サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社東邦製作所 3020001007774 ＥＶモーターコア製造用マルチサスペンションプレス機製造事業の新規展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 座間市 有限会社神田製作所 6021002048350 難削材ハステロイにおける半導体製造装置部品高精度加工技術の開発 澤井　由式 三菱電機クレジット株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社飯田製作所 5020002002293 ＡＩ機械学習を活用したスカイビング回転切削設備による、電動車向け運動機構の部品開発・評価・保守事業 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社クラタ 9020001010178 パトカーなどの特殊車両のＥＶ化を実現する『ＥＶ特装事業』に挑戦 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社土佐製作 1020001071244 循環型社会の実現へ向けた廃棄物再生機械部品の製造と新分野展開 株式会社秋田銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社グーン 8020001038286 廃プラスチックから高品質ペレットを製造するリサイクル事業 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 相模原市中央区 富士精工株式会社 7021001013742 次世代半導体製造装置向け冷却機構製品の製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市高津区 福山産業株式会社 6020001076874 神奈川県川崎市で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社越智製作所 4020001065986 重ね合わせ精度測定装置の部品供給体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アドプランニング 2020001051971 有名レストランのシェフによる『シェフの一品』をご自宅でも！ 井上　裕光

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社特殊工機 6020001018249 協働ロボット分野へ展開し、省力化・省人化ニーズに貢献する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 協栄工業株式会社 5020001019883 リバースエンジニアリング技術による金型部品の図面化サービス 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｒａｙｓｔａｒｔ 3020001136318 フランチャイズ展開を視野に入れた『うどん専門店』への事業転換 山本　喜広

関東 神奈川県 藤沢市 咲プランニングオフィス株式会社 9100001009212 既存事業とのシナジーを意識したインドアゴルフスクール 宮田　浩充
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関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ユーケーテクニカ 2021001027664 成形シミュレーションの内製化による建機用プレス金型の製造実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ウイル 9020001126222 第三工場（レセプションストア）新設による福祉関連事業の展開 前田　由美子

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ジーアシスト 3020001075540 オリジナルアクリルグッズのオーダーメイド事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 湘南のカキ小屋笑山 地元食材を生かした海鮮ビュッフェでファミリーに幸せを ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社服部架設工業 2021001023473 民間足場架設工事から新工法吊り足場工事による公共分野への参入 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ｔｈｅ　Ｈａｍｍｏｃｋ 3020001091538 本社のロケーションを活かして、ハンモック販売のアンテナショップとしての民泊事業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社いろは 7020001063780 ３密を回避した２４時間型フィットネスジム事業への事業転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社アクアライン 7020002073787 「コロナ禍の切り札」中小企業の営業ＤＸを促進する企業データベース提供事業 株式会社リンケージ

関東 神奈川県 三浦市 有限会社コーシンファーム 1021002072116 堆肥舎建設及びロータリー式撹拌機導入による牛糞堆肥生産・販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 イートン株式会社 1021001044207 電磁パルス痩身機器を導入した、非対面施術による新規顧客の開拓 佐久間　達也

関東 神奈川県 座間市 栄工業株式会社 3021001026310 新設備の導入による、新たな溶接と高品質加工の実現で新分野に展開 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シープラス 1011801025836 太陽光発電設備販売へのチャレンジによる再生エネルギー拡大への貢献 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 川崎花卉園芸株式会社 1020001067639 「花を日常に」　全国の未利用花を利活用した花束を開発、他業種と協業した卸売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ｃａｎｐ 8020001113031 居酒屋から換気に優れた豚ホルモン焼への転換による新分野展開 林　恭輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エムシーツー 8020001087746 海外に人気の日本製の化粧品・コスメを輸出し、新分野展開を実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｅｐｏｃｈ　Ｍａｋｅｒｓ 5020001144087 競合他社の少ない地域における、飲食デリバリー事業の展開 税理士法人ＧＮｓ

関東 神奈川県 平塚市 株式会社コーワ 2021001036467 老舗米穀店のボクシングフィットネス事業への大胆な新分野展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社谷川 6020002030673 高温洗濯技術を獲得し、従業員の未来を守るための新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｒｉｍｉｔ 7021001023873 博多式天ぷらの提供方法を適用した天ぷらそば屋の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社高野工業 7020001017893 ＱＣＤ改善と提案力向上で競争力を高め、新製品の売上拡大を実現 須永　達也

関東 神奈川県 小田原市 アヴィ株式会社 1021001060212 ＳＤＧ’ｓを意識した「ペット共生環境」の創出に向けたカフェ事業への転換・拡充 金﨑　卓也

関東 神奈川県 横浜市金沢区 大光造園建設株式会社 5020001006394 循環型社会への貢献「廃材の環境配慮型リサイクルシステム」構築 本多　剛士

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社タカギ製作所 8020002061386 工場の自動化や人手不足の解決に寄与する産業用ロボットの生産量増加に向けた部品（取り出し機のアーム部品等）の製造 横浜信用金庫 昭和リース株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社オープンウェーブ 1020001106900 ＩｏＴ関連ハードウェアの仕入れ販売から自社製造への転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 渡辺貿易株式会社 4020001109330 居酒屋から新横浜初の非接触型ジンギスカン店への転身計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社テクノプラテン 7020001031886 一貫生産体制の拡充によるポストコロナを見据えた挑戦 東　俊道

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヤチヨ 3021001041937 飲食卸のシナジーを活かして地域を盛上げるデジタル広告配信事業 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社アシスト・ワン 1021001044859 映像収録・撮影スタジオ 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 宰英工業株式会社 8021001006828 水素充填装置用　高精度大型金属部品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港北区 ニッケン建設株式会社 5020001021253 自社のリソースを再構築した地域還元型フレキシブルオフィス事業への進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社佐藤ガスサービス 6021001012365 フランチャイズ加盟による生活支援サービス（便利屋）事業 才川　重久

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社イーファシリテイ 9021001064742 配管更新工事の作業員育成プロジェクト　新分野展開でスクーリング事業に進出 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ブルーム 7020001053204 新品ジュエリー等の店舗販売やＳＮＳライブコマース販売 井上　拳

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社カワゾエ 4021001011749 コロナ禍の影響で用途が変わった排煙窓の点検と修繕事業への進出 大石幸紀

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社フードコミュニケーション 8020002064389 【できたてを好きな時間に！】横浜駅からいちばん近い「店内完全手作り」のケーキ店 野竿　健悟

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ヴィーダ 6010401088974 テレワークという新しい働き方に対応した従量課金制個室ブース事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 Ｊ’ｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ株式会社 4012801017242 中古電子部品製造機械の買取及び販売事業への参入 小田隆一

関東 神奈川県 大和市 有限会社古木米店 1021002042283 商店街に新たな風を！老舗米店と老舗焼き鳥店のコラボ計画 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 藤沢市 長後製パン株式会社 2021001004481 コロナ後の観光需要急増に対応する冷凍パン製造及び食の安全強化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 菅野商事株式会社 3020001000746 自分で仕上げるハンバーグ×焼肉事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 トランネクスト株式会社 3020001047688 メタバース型ショッピングモールアプリケーション【ＸＥＮＯ　ＭＡＬＬ】 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 有限会社スーパー片倉 3050002018834 山梨県北杜市清里の自然・食・観光を楽しむ１棟貸しプライベートキャンプ事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社平安総合コンサルタント 1020002077505 既存別荘改装によるワーケーション需要を含めた宿泊施設運営事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 嘉祥株式会社 9020001055198 「寿司職人歴３５年　村田哲也の旬魚まるごと料理キット」の国内外へのサブスク販売 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社サン自動車工業 7020001142171 電気自動車用　軽量・高精度金属部品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社宮島運輸 9020001004551 運送会社が生涯教育ための資格取得のオンライン講座に挑戦！ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社新ユニバース 1021001068643 クリーニング事業のロボット推進による２４時間無人対応企業への転換 京都紫明税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｃａｒｓｔａｙ株式会社 7011101084362 市場ニーズに基づいたオフラインサービス導入への業態転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｔ＆Ｔプロモーション 2021001068709 ボクシングジムが運営するパーソナルトレーニングジム 税理士法人ＧＮｓ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 京浜精密株式会社 7020001017209 レーザ溶接機の導入による溶接技術の高効率化、新規営業による顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市金沢区 合同会社ユーシン 7020003008593 地域健康課題解決！運動習慣に着目したフィットネスによる業態転換 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 神奈川県 相模原市南区 ＨＳＰサービス株式会社 9021001063257 地域の高齢工場経営者を支援する工場閉鎖・引継ぎ支援サービス 内田　哲夫

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社ケイツー厨機 4020002021162 公正な競争で必要な厨房機器が取引できるネットオークションの新展開 中居　広行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 有限会社新光コーポレーション 6020002058070 多様な事業者が展開可能なオンラインそろばん教材の開発及び運営新事業 一般社団法人日本産業イノベーション研究所

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社清水マーク製作所 8020002011878 次世代自動車向け高耐熱＆高精細なデジタルデータマトリクスラベルの製造 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＰＲＯＴＥＣＴ 7021001067763 鎌倉時代から続く古社参道前から、地域を盛り上げる神奈川・地物野菜の飲食事業 多摩信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社フォーリスト 5020001074425 ガストロノミーレストランへの業種転換による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社エムズライフパートナー 3020001123720 新サービスを提供する店舗で客層を広げ事業成長と人材獲得を実現 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＧＳジャパン 4020001114306 未来へつなぐものづくり男性向け化粧品開発と越境ＥＣ事業への挑戦 高崎文秀

関東 神奈川県 三浦市 株式会社オプティ 8021001070221 地域住民、観光客に対応する複合施設「油壷プレジール」 株式会社リアリゼイション

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ファミリエ 9021001062647 遊休地を活用した初心者にも優しい自然とふれあうキャンプ施設運営 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社神谷建設 3021001011741 ハウスメーカーから絶大な信頼を得てきた当社が、相模原市の工事増加に伴う建材事業に参入！ 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社山翠 3020001093550 仕出し弁当屋が「炊き肉」店を開業！テイクアウト＆ランチ実施 松尾　基司

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ネオランドリー 5020001039667 クリーニング店でのフルタイム礼服レンタルサービスの提供 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 東栄興業株式会社 9020001011804 物流倉庫改修によるコールドチェーンへの参入と生産性向上 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社三和精工 6021001012431 コロナ禍においても好調分野への事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 スリーイメージング株式会社 2020001056921 弊社オリジナル検査装置の開発・販売プロジェクト 松村　文子

関東 神奈川県 座間市 株式会社ＣｌｏｃｋＷｉｓｅ　Ｓｙｓｔｅｍ 9021001050908 建設業者に特化した勤怠管理ツールの開発、販売 原田　貴史

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社伊藤総合教育 4021001005197 地域の顧客ニーズを的確に捉えた未就学児向け付加価値提供型お預かりサービス事業への転換 森　憲一郎

関東 神奈川県 座間市 株式会社ＮＯＥＬ 2021001056647 事業再編による業種転換で付加価値の高いペット事業に新規参入 三橋　心

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社川治屋 4020001072330 地域住民向け配送事業の展開 坪井　亮

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社互幸ワークス 2020001067299 建物管理のノウハウを活かし、利用者に寄り添う隠れ家的宿泊施設の開業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社アイエムジー 4020002055838 日本発低炭素技術を活かしたアフリカ稲作国におけるもみ殻燃料・飼料製造販売事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社日比野設計 3020001085291 地産地消を通じて地域経済の活性化やＳＤＧｓに貢献する「地産地消×健康」飲食店の出店 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社明光製作所 8021001033211 需要の高まる農機具・半導体製造装置等の部品の精密自動加工に挑戦 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 オリエンタル急行株式会社 9020001063894 安全・快適な倉庫作業を支援する自律型物流ロボットの販売ビジネスへの参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ビーアイパルマ 6020001115616 「おうちでエステ」の需要に応えるオリジナルボディクリームの商品化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 湘南防災株式会社 4021001064937 部品内製化によるコスト削減と部品販売による相乗効果で売上ＵＰ！ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社拓斗化成 6020001010180 部品復元を可能とするリバースエンジニアリング体制の構築 株式会社フラッグシップ経営
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関東 神奈川県 小田原市 株式会社ウィル 4021001035319 地域住民とのネットワークを活用した「地域密着型パン屋」の新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社四五六菜館 5020001094670 横浜中華街の土産店の改装による食べ歩き需要と新規顧客層の開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 オカピサービス フィリピン・セブの大学の資源を活用したフィリピン学生の日本中小企業への橋渡し事業 安田　愛子

関東 神奈川県 逗子市 アット・ビー株式会社 5020001091107 建築物・公共インフラの調査員育成とドローンの活用 城ヶ﨑　寛

関東 神奈川県 横浜市西区 日本コンツェルン・ホールディングス株式会社 1020001063324 クリック＆モルタル型インキュベーションセンター事業 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 茅ヶ崎市 株式会社ＡＸＩＡ 2021001055005 『食の楽しみ』と『にぎわい・交流』を生む地域密着ベーカリーへの挑戦 西武信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ケイ・エス・ケイ製作所 9021002005869 特装車用部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 藤沢市 プレキャストヤマザキ株式会社 9021001001951 社会インフラを支えるコンクリート製品の工場・生産ラインの増強 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＲＥＭＹ 7021003005275 当社の他業態店と食材を連携しフードロス削減を図るホルモン焼店 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 横浜市旭区 Ｖ＆Ｎ株式会社 5020001138436 手軽にベトナム料理を楽しめるミールキットの製造販売事業参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＣＦホーム 9020001084387 デンマーク基準の高機能住宅の販売を開始し、ＺＥＨの普及を推進する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 芙蓉樹脂工業株式会社 1021001001942 従来の部品加工からＣＭＰ装置向け薬液供給装置ユニット製造への転換 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社武蔵工業 5020002036151 需要が急拡大する半導体製造装置事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 藤沢市 シー・エル・ピー株式会社 6021001030862 ディーゼルエンジンシステム向け、尿素水製造販売による事業再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社菅野産業 6020001116630 石積み工事の美的品質を愛犬家へ。ドックフードＥＣ販売とドックラン施工への進出 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社上村工業 2020001017023 クリーンルームの省エネに資する「リプレイスＦＦＵ」の商品化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社東洋ランドリー 6021001013330 クリーニング技術を向上させることによって事業再構築を実現する 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｉｎｆｙ 7020001140381 夜型飲食店から冷凍餃子生産・卸販売へ新分野展開でＶ字回復を！ 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 川崎市川崎区 日本スタッドウェルディング株式会社 8010401022766 ハイサイクル成形・インラインデジタル検査技術の確立によるＥＶ向け導電樹脂部品分野への参入 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 海老名市 合同会社ＧＳＡＵＴＯ 8021003006413 中古自動車販売事業から車のワンストップ型サービス事業への転換 海老名商工会議所

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社中新製作所 8021002041873 複合加工機導入による技術の高度化と生産体制の構築 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社チアーズ 6010001121342 地域の方のウェルビーイングを支えるメディカルフィットネス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社やまぼうし 2021001032128 １２軒分の古民家の材を活かした滞在型サステナブル民泊事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ミリオンサービス 6020002053740 床材施工の強みを活かしたマンション大規模修繕工事への新分野展開 松井　洋治

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社生涯スポーツ応援団 4021001051398 洗車に特化したレンタルピットの運営と洗車グッズの企画・開発・販売 魚谷　康行

関東 神奈川県 藤沢市 飯間商事 スマートフォンアプリによる『建設残土出し入れマッチング』事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＴｉｍｂｅｒＲｙｅ 高齢者・子供たちを健康に！地元食材を活かしたパンのマルチチャネル販売事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社紀伊国屋旅館 6021001000543 江ノ島・湘南エリアにおける地域資源を活用したワーケーション需要を喚起するコワーキングスペース事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ラーナバウト 4020001114586 コロナ禍による収益悪化事業からの脱却を目指す「業種転換」の取組み 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社わかば 9020002077786 海外の部品供給の減少、リバースエンジニアリングで事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 小田原市 株式会社テックシーリング 4021001033611 建設業者によるアウトドア関連の特殊車両のレンタカー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市中区 合同会社リレーションズ 5020003013835 販社からファブレス企業へ！自社オリジナルブランドの開発展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社インストアメディア社 5020001058444 立会人がいる安心・安全な「結婚支援サービス」で少子化改善を目指す 株式会社アライブビジネス

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＫＯＨＡＴＡホールディングス 8020001111919 完全個室型の一人利用サウナの開発・展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 足柄上郡中井町 有限会社三協製作所 4021002056173 半導体製造装置向け高強度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 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社リ・フォース 1020001074908 最新溶接システムの導入による先端医療機器部品の開発・製造 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市栄区 ユリウス・エンジニアリング株式会社 6020001129401 服と一緒に綺麗にな～れ💛美容室付きコインランドリー事業計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 東和絞工業株式会社 6020001009082 ディスプレイ製造装置から電子部品製造装置の部品製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ニクニ 2020001066813 モータ内製化によりキャンドモータポンプを開発し、新分野に事業を展開する 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ディアラ 3021001042761 プレミアムドッグフードの新製品投入による未開拓市場の開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 Ｌｅｙｌｉｎｅ 地域野菜を活用したコミュニティレストラン 厚木商工会議所

関東 神奈川県 秦野市 テクノ電気工業株式会社 5021001022687 最新鋭ロボットによる高速自動溶接体制と品質保証体制の新構築事業 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社隆健製作所 9020001009542 高度な溶接加工ラインの構築による、検査装置部品製造への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 平塚市 株式会社たのひら 7021001039795 足場工事用資材・設備導入による住宅・商業施設の足場工事業進出 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 星野工業株式会社 7020001067006 初の自社ブランド製品であるたい肥製造システムの開発による新分野展開 芝信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社和田製作所 6021002025498 複雑形状加工対応と検査工程自動化で実現する半導体市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市港北区 合同会社ストーンウォールシステムズ 6020003014642 保育施設向け保育児見守りクラウドの開発 落合　和雄

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 一般社団法人Ｈｅａｒｔ　Ｌｉｎｋアカデミー 7021005011858 ペット関連商品の物販事業への新規参入 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 アートフリーダム株式会社 4021001068277 高付加価値デザインコンクリートへの参入による直請比率の向上 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社所薬局 7021002065832 アンチ認知症カフェ事業で経営基盤の強化と社会貢献 湘南信用金庫

関東 神奈川県 中郡大磯町 株式会社熊沢 7021002060395 ワンストップで対応可能な総合足場レンタル事業への新分野展開の実施 井之川　宗弘

関東 神奈川県 南足柄市 Ｊ・システム株式会社 2021001033869 新施工技術による屋根置き型太陽光発電設備の設置事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 モービルオート株式会社 3020001024654 電気自動車を主軸とした新型車両の整備・水性塗装への新規進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ルーヴィス 9020001045612 古民家改修物件の販売と旧車を改修したキッチンカーのレンタル事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社小口製作所 6020002021202 自動車部品産業への新分野展開による新たな収益源の創造 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＬＩＮＫ 2080101020581 地域密着型通所介護事業における業務包括管理システムの開発事業 渡邊　寧子

関東 神奈川県 大和市 株式会社新記総業 6021001025326 当社の強み“接客力”を生かすコロナ禍でも強い飲食事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社ヒラカワデザインスタジオ 3021002056463 ＳＤＧｓ未来都市・北海道下川町の森林資源を活用した「森の香」の開発と販売 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社田村マナ美髪研究所 8021003008806 美容大国韓国の技術力を活かした自社スキンケア商品の開発及び販売促進計画 熊倉　茂夫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社プロデュース．ナオ 6180002052520 鎌倉発！女性設計士によるコワーングスペース・シェアキッチン事業 株式会社リアリゼイション

関東 神奈川県 横浜市港南区 ティーフィールド株式会社 1020001055536 長期保存型冷凍健康スィーツでのＤＸ物流・ＥＣ販売等の新事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 高井産業株式会社 2020001099706 安全性・利便性の高い仮設資材を製造し作業事故の減少へ貢献する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 フジケース株式会社 1021001021255 食品一次容器市場への参入及びカタログ提案型ビジネスモデルの挑戦 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｃ２１株式会社 1010401028316 宿泊と海遊び、リラクゼーションを融合した総合施設の運営～新たな価値提供への挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 千代田工業株式会社 6021001021192 製造環境のクリーン化強化による品質向上を図り、新市場開拓にチャンレンジ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社セルシオジャパン 4020001054543 テナント販売→インバウンド市場等へ精肉販売する事業 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 オカダ工業株式会社 3021001020726 ＣＯ２排出量削減に貢献するＥＶ構成部品向け金型の生産体制構築による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社熊坂塗装 7020002080511 土木工事業への進出による事業領域と新規受注獲得機械の確保 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＨＩＮＯＤＥ　ＢＯＵＥＫＩ 8020001120283 もっと元町もっとインド～歴史ある横浜とインドを繋ぐＢｒｉｄｇｅ　Ｂｕｉｌｄｅｒ～ 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社わかまつ靴店 7021002067795 医療施設と提携したモジュール型インソールの専門的販売事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ハウスケアｒｅｌｉｅｆ 4020001131318 ＤＩＹ工房併設の学びの場を提供する飲食店舗運営事業 佐藤　成雄

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社東富製作所 1021002022640 精密掘削用ドリルビットの開発と独占供給による文化財保護分野への進出 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 平塚市 株式会社泰誠エンジニアリング 7021001038806 半導体分野進出に向けた室温・品質管理体制の整備 長野県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社クライム 4020001053867 カーボンニュートラルの実現に向けた移動もできるコンテナキッチンの展開事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｂｉ　ｔｅｒｒａ 5020001124287 ウェルネス需要に応える酵素風呂事業の開業による事業再構築 株式会社肥後銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 グローバルナレッジ株式会社 2020003014316 トラック運送事業者のＤＸを促進するソリューションサービス事業 辻　徹

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 有限会社丸仁土木 2021002050277 地元住人及び旅行客の憩いの場となるようなレストラン事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 ＧＲＥＥＮ　ＢＬＵＥ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 8021001075526 花とＡＲＴで豊かなライフスタイルを提案するフラワーショップの新規開業計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 座間市 じげん整骨院 既存事業の強みを活かしたパーソナルトレーニングジムとレンタルジム事業 株式会社フォワード・グッド
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関東 神奈川県 小田原市 株式会社リオリクス 4021001035211 心身両面での未病の改善を促す「癒し系」健康・衛生改善事業への展開 片桐　新悟

関東 神奈川県 厚木市 株式会社小木曽製作所 3021001019520 精密電子顕微鏡用“大型シームレスＹ型真空導波管”の一体構造加工法開発で、新事業分野へ展開する 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社あにまるず 9020001125620 高い知名度が集客を生むトリミングサロンへの業種転換 菊池　武広

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社魚市 4020002087889 鮮魚店→冷凍加工製造等販売・ＥＣ販売でＶ字回復事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シゲキッチン 1020001087232 『焼肉店』から『冷凍食肉加工卸・通信販売業等』に新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社平井自動車板金工業 7020002031191 自動車部品等を対象としたリバースエンジニアリング事業への挑戦 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社オレンジデンタルラボ 6020001094629 先端歯科技工設備導入によるグループ外需要獲得の新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 寺院葬祭社 地域資源を活かし、葬儀業から飲食業・宿泊業への大胆な変革に挑戦 渡邊　一弘

関東 神奈川県 足柄上郡松田町 トルク工業株式会社 1021001033977 自動車部品製造の技術力で医療分野への事業再構築を目指す 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 秦野市 株式会社ＴＵＫＡＳＡ 1021001057423 地元企業と挑戦する金属加工事業！地域再生への新たな取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 海老名市 大衆居酒屋ゆたか 食をメインとした日本料理店から、ダーツプロのいる食とダーツバーの複合サービス業への転換 森　知樹

関東 神奈川県 横浜市西区 ＴＡＢＥＬ株式会社 8020001117429 資格のオンライン取得サービスとプラットフォームの構築 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 オーワテクノ株式会社 7010801023654 鉄道車両部品製作から建築金物製作及び据付への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 大和市 富士精工株式会社 1021001025834 Ｈ３ロケット燃料配管系大型ベローズ組品の新規開発による宇宙事業分野の事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社Ｆｒｏｚｅｎ　Ｃａｐｓｕｌｅ 2020001118903 デジタルデバイス時代の新たな姿勢改善商品の展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社守屋 6021001070611 空きスペース・空き時間を活用した家具製造・販売への進出による　収益性改善事業 税理士法人ＳａＮｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社マキナエンジニアリング 5020001067065 医療、介護施設で使用するセキュリティキャビネット装置開発による事業再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 海老名市 有限会社ベスト・プランニング 7021002045603 快適な住宅へ造り変える！住宅性能向上リノベーション事業への挑戦 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社誠屋 4020001067066 無人受付・集配ロッカーによる非接触クリーニングモデル構築事業 丸山　達也

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＢＢＱ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 2020003015982 グランピング施設及びオートキャンプ場の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ＫＩＤ 3020001088162 保育所のための　かかりつけ薬局 青木　義剛

関東 神奈川県 横浜市南区 広東楼 中華料理店を閉店し、気功断食道場・レンタルスタジオへ業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市金沢区 丸正運輸株式会社 1020001010607 倉庫・運送事業のノウハウを活かしたウェアプリント事業への挑戦！ ａｎｄＧｃ税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社あゆみの 8021001057937 人材育成で培ったノウハウを活かした障害福祉×宅食サービスへの新展開 松本　純

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社プロジェクトネオ 1020001113640 業務用大型空調整備メンテナンスの効率化による立て直し 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社江川工芸社 7020001019634 特殊冷凍技術による冷凍水産物製造のための事業所開設 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 横須賀市 湘南菱油株式会社 3021001040559 佐島地区の新しい魅力を伝える地産地消型観光事業への新分野展開 セブンセンス税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＩＮＳＩＧＮＩＡ（インシグニア） ｂａｒ経営から「新型コロナウイルス感染症対応型　高級鉄板焼き店」事業への転換 坪井　亮

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ファミリー住宅 2020002058116 不動産事業者によるコワーキングカフェ事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ゆの鮨 魚卵専門ＥＣサイト構築とカラスミの製造卸売への　事業転換 横浜信用金庫

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ＳＨＩＳＨＡｄｅＴＲＥＥ テイクアウト型食べる”スパイス”タコス専門店による新分野展開 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 神奈川県 横浜市港北区 ワールドジャパン株式会社 3020001048736 本当に自分にぴったりの化粧品に出会える！オリジナル化粧品製造業の新分野展開 喜田　佳映里

関東 神奈川県 横浜市中区 Ｓｋｙ　Ｆｒｏｎｔ株式会社 3020001126698 無添加食品を新設冷凍工場でワンストップ商品化し京都から世界に挑戦 西田　和倫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ナチュラルムーン 3020001107483 独自加工技術で一流寿司職人が握る寿司の冷凍製造事業に挑戦！ 西田　和倫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スタートアップ 9020001132121 ウィズ・コロナ時代における飲食店の新分野展開 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 横浜市金沢区 にこライフサービス合同会社 1010803002356 「くつろぎの空間づくりによる個室型インドアゴルフ事業の取り組み」 内藤　義光

関東 神奈川県 横浜市中区 スマートファーム株式会社 6010001177137 熱海の活性化に寄与する、環境に優しいグランピング事業の運営 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社三春情報センター 1020001003379 自社の経営資源を活用したカフェ事業の新規展開 牛腸　真司

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社オニオンリンク 7020001098934 日本の神社文化の総本山、伊勢神宮参拝で宿泊できるパワースポット 石原恵子

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｗｅｂフクロウ 5020001102342 専門領域で繋がる　ＳＮＳ【ＣＯＮＮＥＫＴ】の開発プロジェクト 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 駒田総合会計事務所 販路拡大のための創業支援ポータルサイト構築 増馬　崇之

関東 神奈川県 鎌倉市 デザイニック株式会社 3011001065838 鎌倉野菜を使った地産地消のヴィーガン料理専門店と六次産業のプラットフォーム構築 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ワンストップソリューションズ株式会社 6021001061791 独立・開業・副業を応援する湘南初の総合美容シェアサロン施設の運営 税理士法人　尾崎会計事務所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社ティンバーテック 4020002067874 別荘と民泊を掛け合わせた新たなスマート別荘事業による再構築 楡井　宏志

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社パティスリーカルヴァ 4021001049129 売上拡大とウィズコロナ時代に最適化した店舗への転換 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ズール 5020001081090 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ａｖａｎ 9021001074361 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 新潟県 加茂市 カクチョー不動産 ドローンによる農薬散布事業進出により経営の安定化を図る。 後藤　公平

関東 新潟県 新潟市中央区 特定非営利活動法人ゆっくりノボロヲ 7110005016379 ミートパイの製造販売 新潟商工会議所

関東 新潟県 村上市 株式会社ゴーナイエレック 5110001018091 微細化する電子部品試作実装に対応する半自動化プロセス導入による新事業展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社笹山モータース 2110002010653 街の自動車屋さんとして長年培ってきた信頼・技術・ノウハウ等を駆使し「板金塗装事業」に挑戦 新発田信用金庫

関東 新潟県 上越市 ぶらんカフェ 町屋構造を生かした１テナント内ダブル店舗を地域初展開！新たな事業の柱を構築 上越商工会議所

関東 新潟県 長岡市 エミューテ セルフケアに特化したレンタルスペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 五泉市 有限会社下越自動車工業 1110002013616 次世代自動車充電インフラ整備事業 加茂信用金庫

関東 新潟県 燕市 小林工業株式会社 7110001028460 既存ユーザーご愛用の弊社カトラリーを工場にてリフォーム　工場も商品化して勧誘！ 県央税理士法人

関東 新潟県 三条市 株式会社長谷川工業所 8110001014583 災害に強く持続可能な屋根上太陽光発電設備の普及拡大促進事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 長岡市 株式会社オンスイ 6110001022274 革新的な生鮮度保持技術が地球を救う 西片　多門

関東 新潟県 長岡市 マコー株式会社 4110001023456 アクアポニックス高効率生産システムの開発 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社清和モールド 9110001015936 省エネ＆省人の次世代金型向けモールドベース出力ライン構築 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 上越市 有限会社小山鉄工所 7110002022677 新切断加工技術の導入及び新製品製造による地域取引先への貢献とＶ字回復 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社ビーツー 6110002027470 長年培ったソーセージ製造技術を活かして、海外で急拡大する非動物性食品市場へ新規参入計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社前山鉄工所 9110001005202 業界初！顧客ニーズに対応したオーダーメイド式シャーリングマシン製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 佐渡市 山のねまりや 離島の古物商から古材を使ったサスティナブルな宿泊事業への業種転換 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社新潟フレキソ 9110001006588 カジュアルギフト市場向けパッケージ製造事業への参入 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 加茂市 株式会社グッジョブ 6110001030995 新たな釣り需要を開拓する管理釣り場事業 ＳＭＥＣコンサルタンツ株式会社

関東 新潟県 柏崎市 株式会社柏崎エコクリエイティブ 1110001017799 食品廃棄物のリサイクルループを実現する改良型リサイクル発酵処理機の卸販売 株式会社タスクールＰｌｕｓ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＴＨＥ　ＤＡＹ 7110001030862 洋食居酒屋による、洋食技法を生かしたラーメン店へ新分野展開！ 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 三条市 株式会社ノミズ自動車 8110001014550 カスタマイズできるキャンピングカー販売事業の構築と販路開拓 三条商工会議所

関東 新潟県 新潟市東区 新潟包材株式会社 5110001006237 カラーグラビア印刷機導入による新商品の提供並びに新市場への展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 ＩｋｅＩｋｅファーム 農産物パッケージセンター及び就農支援事業 税理士法人ミライテラス

関東 新潟県 上越市 株式会社ケーナール 2110001019761 スマホサイトと最新デジタル印刷機による販売促進支援事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 平安セレモニー株式会社 1110001019382 サブスク制カルチャースクール＆フィットネスで結婚式場を日常使い 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社ＴＲＥＥ 9110001034746 最新ＶＲ技術を活用！　「ＶＲ×地方商店街」で地域再生計画 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｅｃｏ　ｇｒｏｕｎｄ 4013301037631 古民家×グランピング×サウナの施設を新設し、健康と地域の賑わいを創出する。 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 株式会社むらコーポレーション 2110001035131 フードロスゼロへの取り組み！テイクアウト専門のレストラン事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 燕市 株式会社トミタ 3110002019685 設計部門の新設による建築金物分野への新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 村上市 株式会社北越測量 3110001018226 ２次元測量から３次元測量へ新たなステージに挑戦する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社たしろ 4110001031871 主事業との相乗効果も高い「移動販売事業者向け運営支援事業」の開始による事業再構築 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＰＯＩＮＴＨＯＰＥ 7110001029566 コロナ禍における衛生意識向上需要に対する宅配ふとん洗いサービスの構築計画 磯貝　常太
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関東 新潟県 燕市 土田工業株式会社 5110001016087 高度な溶接技術を活かし、成長性が高く安定した市場への展開及びビジネスモデルの転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社大建建設 8110001002968 ガーデニングを取り入れた新しいリノベーション事業 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 燕市 有限会社ＭＲオート 6110002018858 新潟県の県央地区で推奨しているキッチンカーの製造、販売、整備等の一貫対応の実現 協栄信用組合

関東 新潟県 三条市 ｋａｌｌｉｓｔｉ 社会変化に対応した新規事業展開と事業間送客による互恵関係の構築 新潟商工会議所

関東 新潟県 上越市 株式会社サトコウ 9110001019020 超高層ビル向け鉄骨等の製作に向けた溶接工程の自動化と精度均一化計画 シェアビジョン株式会社 第四北越リース株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 Ｄ．Ａ．Ｐ．Ｔ．株式会社 6110001028800 ポストコロナ時代の新しいニーズに対応した中古ブランド時計修理販売 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 有限会社アートシール 4110002026607 ラベル印刷専門事業者が、優れたデザインラベルで地元企業のマーケティング支援 株式会社東京経営サポーター

関東 新潟県 上越市 株式会社桝屋本店 8110001020103 コロナ禍のストレスを解消　本格薪窯ピザや焚き火を楽しむ「非日常」 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社島田 4110001024801 ２０４０年問題に対し葬祭ギフト業者が新たに遺体安置専門施設の運営に挑戦 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 新総合安全システム株式会社 9110001004253 実際のニーズを元に、デジタル技術を取り入れて開発した安全施設分野の商品のレンタル事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 三宝産業株式会社 8110001015796 属人的な研磨工程のロボット導入による内製化と洗浄工程の刷新によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 上越市 有限会社佐藤工業所 1110002022716 小型建機部品等の量産対応に向けたマシニング加工の高精度化＆加工効率向上 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 柏崎市 株式会社山浦製作 7110001017653 柏崎市の金属加工業者が、将来の市場拡大を見据えて「産業用ロボットの部品製造」に挑戦する 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 上越市 二葉商事株式会社 3110001019372 音楽×串カツで中心市街地活性化‼経営資源を再配分した事業再構築 平野　康晴

関東 新潟県 三条市 丸喜重量運輸株式会社 8110001014988 地域有数の大型機器の保管事業への展開による業績のＶ字回復 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 十日町市 有限会社当間工業 4110002025336 事業拡大と国土防災への貢献。地すべり対策工事への新分野展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 柏崎市 有限会社南条精機 2110002021031 ３０年以上にわたるアルミ加工の経験を活かした真空ポンプ等向け部品供給計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 五泉市 新潟染工株式会社 5110001011699 生地の貼り合わせ加工を加えた新機能性付与一貫加工への進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社マルソー・トランスポート 1110001014714 地域密着型の輸送企業による精密機器保管事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社コスメティック美勝堂 7110001022447 「大胆な取り扱いメーカー集約による利益の最大化」を目的とした新業態店舗の導入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 明和工業株式会社 4110001007608 水管橋製造で培った金属加工技術を活用した耐雪型ソーラーカーポート市場への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 株式会社坂りん 4110001012599 老舗呉服店が展開する新たなフォト事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社あおい不動産管理 4110001030923 伝統文化「雁木」×アクティビティ×ペット宿泊を組み合わせた新しいゲストハウス運営事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 五泉市 株式会社川島 9110001011605 和紙糸を使った、速乾・消臭性のあるパーカー等の開発・製造 松村　義信

関東 新潟県 三条市 株式会社アザブ印刷 3110001015017 ノベルティグッズをターゲットにした「ガラス製品のレーザー刻印（加飾）」分野への進出 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社三宝 2110001000052 三宝ブランドを活かした「飲食店向け業務用商品の製造および卸売」の開始による事業再構築 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 三上歯科医院 ０歳からの虫歯予防・口腔育成サービスを新たに提供し新分野展開 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Ｂ　ｗｏｒｋｓ 6110001033750 自社経営のラーメン店に設備設計モデルルームとしての役割を持たせるという新しいビジネスモデルへの挑戦 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市中央区 川﨑食品グループ 一番人気メニューである餃子の卸売販売により中食産業へのビジネスモデル転換 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 燕市 有限会社矢島精工 9110002019969 大ロット避難器具部品の自動化による新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 三条市 富士印刷株式会社 6110001014643 医工連携の参画により地域発展を実現するための組立工場の新設 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 訪問美容ＴＯＴＴＥ 出張型の訪問美容から【店舗型アイデザイン、ワックス脱毛もできるユニバーサルデザインサロン】 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 近藤與助工業株式会社 9110001014120 レーザ切断機を導入して受注のワンストップ化を行います パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 燕市 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 機械設置のための第２工場建設と新製品の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社カトウ鉄工 5110002019155 精密金属部品の大ロット生産体制構築による、新市場進出分野 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 柳都振興株式会社 8110001005896 観光客等が芸妓の演舞・接遇を体験する「柳都サロン」の開設 土肥　健夫

関東 新潟県 胎内市 株式会社双翔 9110001013246 工事現場を支える力持ち！生コン販売業者が敷鉄板のリース事業に挑戦！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 川崎自動車株式会社 6110001015609 地元新潟の電気自動車普及推進に取り組む自動車車検事業の事業再構築 税理士法人ＡＳＣ

関東 新潟県 佐渡市 佐渡測量株式会社 7110001027537 グリーンレーザースキャナを活用した水中測量サービスの提供 つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社池田組 2110001022088 「木×エコハウス」という既存コア技術を活かした地域循環型グリーン成長事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ｅｎｃｏｕｒａｇｅ 9110001033120 撮影×旅×美容のトータルプロデュースで新しい体験型フォトウェディングを提供 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 新潟県 上越市 雁木バー　ザイゴ 日本海の景色を独り占め。無人駅のホッとかふぇステーション。 上越信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社タカキ 1110001023847 顧客の要望に応え新たな分野の部品加工製造に着手する計画 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 新潟県 新潟市中央区 株式会社アレーズ 8110001032973 持続可能な地域開発に向けた新素材での防水加工事業への挑戦 新潟信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社オーゴシ建設 8110001024830 ＤＩＹもできる！「体験」「販売」「交流」できるレンタルスペースの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 燕市 株式会社テイーエム 5110001016104 飲食店の感染症対策・生産性向上を後押しする、自社オリジナル配膳ロボットの販売事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 上越市 株式会社滝田 4110001019215 新分野展開による新たな収益基盤を構築する事業再構築計画 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 新発田市 有限会社白新車体 2110002015405 環境低負荷の水性塗料へ対応、次世代ＢＰへの再構築と生産性向上 新潟縣信用組合

関東 新潟県 見附市 株式会社フチオカ 4110001025048 燕三条ものづくりネットワークを活用し、加工工場を持たないメーカーになる！ つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社グルメール 9110001022412 冷凍弁当及び冷凍惣菜の製造事業による新たな市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 菓匠庵　寿堂 デイトリップに対応、老舗和菓子店の本格「和かき氷」の開発 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 ライブデザイン株式会社 4110001018753 空き家、空き店舗の宿泊活用事業　湊ＥＮＩＳＨＩ事業計画 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ａｃａｄｅｍｙ　 （旧Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＣＯＮＮＥＣＴ）新潟と世界を繋ぐＳＤＧｓ酒造りツーリズム　－　越後妻有　雪と里山醸造 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社トーア 4110001022912 金物工法を用いた非住宅木造市場への参入事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社桜翠 9110001032238 地域に貢献！高い看護スキルを伴う障がい福祉事業への転換！！ 糸魚川商工会議所

関東 新潟県 燕市 有限会社広田鉄工所 8110002019862 精密ポンプ部品の国内生産を目指すための新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 柏崎市 特定非営利活動法人ＳＰＩＮ　Ａ　ＴＡＬＥ 1110005016302 「小清水」の魅力を詰め込んだ農家民泊事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 妙高市 樺太館 地場産加工食材製造によるスマイルケア食販売への参入 新井信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社カーフレンド・ニイガタ 6110001035458 目的に応じた多彩なメニューを取り揃えたダンススクールの開講 燕商工会議所

関東 新潟県 五泉市 株式会社南沢テキスタイル 8110001011696 無縫製機による、撥水性のあるニットのゴルフウェアの開発・製造 松村　義信

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社トラストコミュニケーション 6110001032810 地域のお店で使えるスマートフォン向け割引クーポンアプリの開発・提供 ＦＵＮ税理士法人

関東 山梨県 甲府市 有限会社花やの前の美容室 7090002005255 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 山梨県 笛吹市 山梨繊維 自治体及び地域住民・地元高校生と一体となった地産地消弁当の販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 甲府水晶株式会社 9090001000643 スタジオと専用機材を用いたインスタライブによるＥＣ事業 新城　裕史

関東 山梨県 甲府市 株式会社キタックスサービス 4090001014573 地元山梨県飲食事業者の顧客基盤を活用した脱毛サロン＆瘦身エステ店の開業 リードブレーン株式会社

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 トラットリア・ジラソーレ 「イタリア屋台の味を山梨で！」山梨県産ジビエ肉のイタリアンサンドウィッチ店頭販売事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲斐市 株式会社Ｓｅａｈｏｒｓｅ 4090001014425 山梨県内で唯一の甲州地どり焼き鳥のテイクアウトサービスの開始 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 ペンションまんてん星 「草原の宿」の強みを生かした宿泊・空間利用プランの提供とジビエペットフード加工販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 Ｖｉｖｏｇｕｅ 既存事業で培った技術・知識を活かしネイルスクールで人材育成 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 ＨＡＩＲＲＯＯＭ　ＭＩＴＥ コロナ禍もアフターコロナも対応！保育士のいるヘアサロンの経営！ 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 雨宮建築 ウィズコロナ・アフターコロナに対応！山梨名物「吉田のうどん」で観光客向け飲食店の経営！ 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社富士山フード 1090003000970 居酒屋業態から地元食材使用の弁当及びテイクアウトへ新分野展開 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 テクノクリーン株式会社 8090001003135 クリーンルーム内で使用する容器類の精密洗浄によるリユース化事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 中央市 甲信食糧株式会社 2090001002860 低炭素技術を活用した山梨県の地域資源の魚加工製造業への進出 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡忍野村 株式会社よいまさ 2090001010070 旅館機能と融合した長期滞在型コンドミニアム事業への新分野展開 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 小澤畳工業所 畳表端材を活用した小物販売への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 大月市 縁 からだに良い地元食材と料理を提供するお洒落なカフェへの転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 都留市 株式会社ＭＴＳ 6090001014051 「山中湖の四季と日本らしさでおもてなし。山中湖初の和風カフェ」事業 長田　忠幸

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社松浦木工 1090002013115 意匠性の高まりに応える大型建具分野への新事業展開 山梨信用金庫
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関東 山梨県 中央市 山梨建鉄株式会社 6090001002221 一歩踏み出して、一貫加工に改編。コラム開先加工を自社でやり抜く。 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社カジハラ 9090001004462 老舗牛乳配達店がパン屋へ業態転換～高付加価値パンへの挑戦～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 鹿鳴館 富士山を一望できる資源高に対応した施設への転換とファミリーヴィラの構築 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ワールドエクスポート 8090001013596 越境ＥＣ事業者の海外物流発送管理代行事業の展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 山岳インストラクター増本亮 薪ストーブ燃料のインターネットを利用した販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 合同会社エースプランニング 5090003000356 ドローンを活用したスマート農業支援事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社八百創 4090001015761 瞬間冷凍機を活用した青果１次加工品卸売事業 新城　裕史

関東 山梨県 甲府市 株式会社創証 7090001013135 ポストコロナ時代に向けたテイクアウト・冷凍食品販売事業 新城　裕史

関東 山梨県 北杜市 有限会社農業法人清里ジャム 1090002014476 地域資源を活用した「天然酵母角食パン」製造販売新分野展開事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社ＯＺＵＣＡ 8090001006716 古着を使用したリメイク商品の製造・販売及び実店舗とＥＣ販売の運営。 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンションステップハウス 都会から離れて自然の中で特別な１日を過ごす！自然体験型貸別荘の展開 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ＲＥＣＡＲＥスポーツ 1090001015599 医療従事者による予防医学的トレーニングを提供するスポーツジム 米倉　徹

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ＡＲＰＡ 2090001014600 「レストランリゾート体験型コンドミニアム」の提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 甲斐ダイアログシステム株式会社 7090001004794 難削材を用いた医療機器向け部品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 山梨県 甲府市 ７ｏｆｆｉｃｅ株式会社 2090001012678 パッケージ製造・オリジナル封筒製造への進出による業態転換 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡西桂町 あしたば硝子工房 家族３世代で自然の中で楽しい時間を共有できる「里」づくり 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社プリーズ・ディライト 9090001010873 富士山を見ながら日常型ワーケーション！！「まるサテ」×旅じや 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲斐市 株式会社伝真堂 5090001005241 衣服の修繕縫製工房及び修繕縫製職人育成工房の設立 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ヤマモリ貿易 8090001013654 自社ブランドを活用した地方創生のあり方、競合ではなく、共合へ 小口　一策

関東 山梨県 甲府市 株式会社丸太 1090001004800 社会のニーズに見合った商品の提案型外構工事事業 深沢　邦秀

関東 山梨県 山梨市 有限会社ダイエー製作所 7090002010809 切削加工やプレス加工から洗浄作業をメインとする環境を構築する 山梨県民信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 ｋａｇｏｏ 地域商店街の活性化に向けた街に溶け込むレトロな宿泊施設の展開 都留信用組合

関東 山梨県 大月市 大一木材株式会社 5090001008211 木材の製材工場が取り組む特殊な木材表面加工による新規事業展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 韮崎市 株式会社金星貿易 9090001013892 廃プラスチック製造プラントを構築しプラスチック原材料の製造販売 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社モリヤ製作所 7090002003151 ５Ｇ及びＩｏＴ、電気自動車に必要な電気部品（コネクタ）の製造事業 本川　修一

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社クラタ 3090002004582 甲州牛一頭買いの強みを活かしたパン・ハンバーグ製造小売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社まもかーる 8090001009025 「選べる健康冷凍弁当」を開発！入居系施設向けの新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 山梨県 笛吹市 有限会社八光企業管理センター 4090002008541 ３Ｄプリンターを用いた環境に優しい仮設トイレの製造・販売事業 森藤　啓治郎

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ｍｕｋｕｎｏｋｉ－ｊｐ 2090001009427 ＥＣ通販事業と障害者就労継続支援Ｂ型事業の協調 初鹿　武仁

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 トラストホーム 地域の活性化を目指した「クラフトビール製造・販売」 山梨信用金庫

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社さざなみ 8090002012036 ウィズコロナ時代に家族や仲間で滞在できる湖畔のプライベート宿泊ヴィラ 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 山陽エンジニアリング株式会社 3090001000962 地域内資源を活用した化石燃料代替となるバイオマス燃料ペレットの製造・販売 山梨信用金庫

関東 山梨県 北杜市 合同会社ＮＩＬＯ 2010903002742 キャンプ場ウェディングプランの創設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 株式会社こはくフーズ 2090001006011 セントラルキッチン併設型のうなぎ料理の店内飲食・テイクアウト・通信販売の実施 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲州市 上条庵 自然あふれる里山の伝統と文化が漂う自然体の暮らしを肌で感じる遊び空間等の創出 藤原　範夫

関東 山梨県 大月市 株式会社和田電業社 4090001008047 電力インフラ設備のケーブル事故を発見する小型・高性能な装置を電気工事会社が製品化する 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社小山田製作所 3090002011744 中型プラスチックの射出成型で蓄積した加工ノウハウを小型玩具部品製造に活用する新分野展開。 株式会社シェアードバリュー

関東 山梨県 都留市 株式会社ナミキ 7090002010395 ＮＣフライス盤導入による生化学自動分析装置の精密反応セルの開発 ペンデル税理士法人 三菱電機クレジット株式会社

関東 山梨県 南都留郡鳴沢村 有限会社Ｈｅａｒｔ　ｂｙ　ＴＡＧ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 1010402015783 アクティビティー体型　温泉グランピングの経営 但馬信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社フィッシュランドイシハラ 8090002002648 動物病院とトリマースクールのコラボレーションによる既存事業とのシナジー効果最大発揮 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社高木建材 4090001009846 多様化する生コン製造技術に対応するべく製造から販売まで一貫した事業への転換 都留信用組合

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 株式会社丸美建設工業 7090001012112 特産品を使った腸活市場向けウェルネススイーツの製造・販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社恵実田恒産 7012402023570 売上激減した繊維業から先端的なＡＩ技術を活用したコインランドリー事業への新規参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社新世界通り 3090003001166 観光客をターゲットとした自社運営する共同キッチン飲食店事業への業種転換 富士吉田商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社アクセル 4100001017005 既存中古車販売事業とシナジーの強い整備事業への新分野展開 井上　拳

関東 長野県 下伊那郡松川町 株式会社ライフテック 7100001023438 半導体製造装置用の極小電子部品実装加工への新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社深志荘 6100001013943 信州産そば粉１００％使用した料理宿自慢のお蕎麦を手軽にお家で！ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 有限会社早川実業 4100002031681 木材流通情報センター構築により輸送コスト低減化事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社村瀬組 1100001008948 地域資源に付加価値を！ブランド浅間石をＥＣ　サイト構築により小売事業展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 長野市 アダプテーション ポストコロナを見据えた新たなる食文化の発展へ。地域に根付くフレンチレストラン事業 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 リトリート　ビレッジ ３０代～４０代向けにリトリート合宿型ボディケアスクールを開校 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 長野県 長野市 綿貫有二中小企業診断士事務所 副業・兼業支援インキュベーション施設の運営事業 群馬県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 株式会社エス・イー・エム 1100001018195 高精度測定の内製化によりＥＶ車両用リアクトル製造装置の生産へ挑戦 諏訪信用金庫

関東 長野県 諏訪市 ｍａｎｄｏｒｅ 飲食店で培ったコロナ対策を活かしたポストコロナ対応美容室への業種転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 マウンテン　アンド　シー モンゴル式テント「パオ』を使用したコテージとキャンプ／グランピング場の運営 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 カンリワーク株式会社 3100001026345 アウトドア用品のランタン・ナイフ類の買取販売店舗・サイトの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 長野県 伊那市 たきざわ製作所 地域の技術と雇用をツナグ。電子部品製造業の事業承継と業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 福祉タクシーおじま 地元地域で築いた信頼と実績をもとに実施する民間救急事業 髙司　浩史

関東 長野県 佐久市 一般社団法人東信建設アカデミー 9100005012055 ドローン操縦国家資格検定の認定機関として申請する為の会場条件を整備する事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 Ｈｅａｒｔ２　Ｄｏｇ よりよい『犬との暮らし方』をワンストップで提供する複合型トリミングサロン 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社アールアンドデー 9100002006340 オートメーション化を通じた地域資源体験型事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 伊那市 ヴィータヘアデザイン 待機美容師の社会復帰をお手伝い！「ハサミを使わないサロン」出店 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上伊那郡宮田村 ＥＡＴ＆ＪＯＹ 観光以上、移住未満！農泊ワーケーションで地域創生！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 合同会社奥村企画 1100003004227 既存コインランドリー事業と組み合わせ高いシナジー効果を得るセルフサロン事業 伊那商工会議所

関東 長野県 北佐久郡立科町 ＹＯＮＧ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ 空き家を活用した「地産地消カフェ」及び「滞在型創作活動拠点」事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 炭火焙煎　森の詩 こだわりの自家焙煎珈琲と独自イベントを特徴とした事業再構築 駒ヶ根商工会議所

関東 長野県 安曇野市 有限会社穂高綜合印刷所 4100002024000 印刷所が展開する新分野への展開　ダンス・体幹トレーニング教室事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 駒ヶ根市 こまくさ観光株式会社 1100001023880 駒ケ根の秘境巡りオープントップバスで風を感じながらバスツアー事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社イーシークリエイト 4100001007047 イベント食のステーキハウスから手作りの温かみを提供する現代版大衆食堂（定食屋）への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 白馬焙煎工房 主たる対面式飲食サービス提供事業からの脱却と業種転換、及び新分野事業展開の計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 エスペース ヘアサロンからあらゆる毛の悩みを解消する育毛・脱毛サロンへの展開 中田　麻奈美

関東 長野県 伊那市 有限会社木曽権兵衛 3100002032714 “家族の一員”であるペットの火葬事業へ新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 １５５８ｅａｓｔ ケータリング販売のアウトドアサービス提供で感染症の危機に強い事業に業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 ＨａｉｒＡｒｔＣｌｅｖｅＲ 地域初の先進的ＬＥＤビーム脱毛器を用いた痛みの無いサロン事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上水内郡小川村 麦ダンス農園 キッチンカーと大豆受託作業への展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 個太郎塾佐久平教室 コロナ禍に対応した完全個室型の低価格セルフ脱毛事業への業種転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 長野県 伊那市 和　プロジェクト 「完全無添加・国産ワッフル」の開発、移動販売で収益構造の改善 伊那商工会議所

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社宮坂組 4100001021007 上伊那・木曽地区でのＩＣＴ施工普及に向けたドローン測量、三次元設計データ作成事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 直富商事株式会社 7100001002557 産業廃棄物の再資源化を推進するリサイクルラインの高度化と研究開発 協同組合さいたま総合研究所
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関東 長野県 伊那市 株式会社信州ウエイスト 5100001020750 パルプ材の供給逼迫の課題解決に資する大規模古紙リサイクル工場 伊藤　智史

関東 長野県 岡谷市 株式会社平出精密 5100001019727 金属精密板金加工技術高度化による半導体露光装置向け部品変種変量生産への対応 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 松川サービス株式会社 9100001023114 ＥＶに対応・トラック需要に備えた最新検査ラインの導入 税理士法人ＡＳＣ

関東 長野県 東御市 株式会社わざわざ 9100001030044 体験型店舗「よき生活研究所」の設立による地域付加価値創設事業 株式会社りそな銀行

関東 長野県 伊那市 有限会社プロス 6100002033552 高品質シリカ抽出と高密度炭素の分離可能なくん炭製造 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 塩尻市 紅建総株式会社 3100001030421 木質バイオマス燃料製造による再生可能エネルギーの収集と里山再生 税理士法人未来経営

関東 長野県 飯田市 南信バイオマス協同組合 4100005009964 木質ペレットを燃料とした省エネ型浴場施設運営への取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社軽井沢テニスセンター塩沢山荘 6100002013042 軽井沢のニーズに応え、広い施設と好立地を生かした新型コインランドリー事業の展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ボディーショップキガサワ 7100001021945 先進自動車に特化した自動車整備工場を新設しＥＶシフトに備える 株式会社フォーバル

関東 長野県 長野市 有限会社彩華企画 4090002009234 コロナ禍による自己投資需要拡大に応えた女性専用顔お剃りフェイシャルサロンサービスの開発計画 磯貝　常太

関東 長野県 小諸市 ハグタップルーム合同会社 2100003005249 ロングライフパンの製造による業務用販売と通販への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 上田市 有限会社おきな商店 9100002016117 ウィズコロナ時代に高まる屋外レジャーニーズに応えるＲＶパーク事業によるＶ字回復 上田正史

関東 長野県 千曲市 宮下カーランド株式会社 4100001006412 「地域のくるまやさん」としての車検実施体制整備 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪郡富士見町 富士見鉄工株式会社 6100001018876 切断加工工程の高度化・効率化による建機部品市場への新規事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 須坂市 犬処ケンケン 殺処分ゼロへの取り組み　ペットの生から死までをケアする複合施設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 伊那市 株式会社Ｂｅｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ． 1100001032873 地域資源の高付加価値化を叶える家具雑貨ブランドと店舗運営事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 ｐａｌｇａｎｐｏｔ 長野県地元食材を使った韓国料理店から食品製造工場の設立とＥＣによる全国販売 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡飯島町 有限会社マルイチフードサービス 3100002034438 惣菜づくりに長けた食肉事業者による新商品開発と新販路への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 長野県 長野市 ＡＫＥＢＯＮＯ株式会社 7100001032463 循環型社会を切り開けるソルガムを使ったグルテンフリー菓子工房への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 松本市 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆｏｏｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 4100001033571 沖縄料理店からＦＣ加入による低価格ステーキ店への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 長野県 佐久市 株式会社コウゼック 6100001007160 将来性があり、強みの精密加工技術を活かせる新分野への事業展開 美斉津　晃

関東 長野県 上田市 西田技研工業株式会社 3100001010134 超高精度切削加工による工作機械、農業機械部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 ラングヘアー ヘアサロン＋脱毛サロンで「顧客の持つきれい」を実現する事業 伊那商工会議所

関東 長野県 長野市 有限会社ライフサポート 4100002007005 中華居酒屋から障害者支援のグループホーム運営事業に業種転換 井下　佳郎

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社秋山製作所 3100002035064 新分野である半導体製造装置向け部品の受注獲得に向けての取り組み 美斉津　晃

関東 長野県 飯田市 有限会社バハティー 5100002037109 小売業で培った顧客基盤を活かした生活支援サービス業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フェイスリーディングアカデミー 7190001021268 長野初！！産婦人科医と連携した女性専用ピラティススタジオ事業 桑原　仁

関東 長野県 松本市 季節料理・手打そば川船 お店の味がそのまま！急速冷凍で信州の美味しいを全国販売へ！ 松本商工会議所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社ケーツー 1100001020093 医療福祉施設向け　高精度鉄骨製品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 長野県 東御市 ぼんじゅーる農園 自家栽培ぶどうを用いた「委託醸造」からドメーヌワイナリーへの業態転換 株式会社アンカーマン

関東 長野県 安曇野市 信州レジャー興業株式会社 7100001015170 動画配信スタジオの構築による新たな顧客層の開拓で事業を再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 長野県 飯田市 ＩＷＯＮＴＧＩＶＥＵＰ株式会社 9100001030457 飲食店で培ってきたオリジナリティを活かしたデリバリー事業へのチャレンジ 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 スナック路　 スナックから焼肉店への事業転換による変化に強い経営基盤の構築 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 合同会社リッチィービューティー 2100003005265 飲食店営業のノウハウを活かし手作りの味を惣菜販売として事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ケンテック 1100001028129 現業のノウハウを活用した家事代行および関連事業への挑戦 株式会社長野銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社シェリダン 9230001014307 地域特性を活かしたシェアオフィス事業と出張料理事業の展開 桶屋　泰三

関東 長野県 千曲市 ちくまミライ合同会社 3100003004646 地域資産を見直し貢献する「地産地消弁当」の販売と文化創造事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社山岸製作所 5100001003598 天然ガス自動車に搭載される高精度変速機部品の生産体制構築 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 合同会社佐介 8100003006456 伝統ある佐久鯉をリブランディング！想いが詰まった「鯉かまぼこ」を全国へ！ 菅原　寅太郎

関東 長野県 諏訪郡富士見町 ベテル工業株式会社 3100001018879 電子機器等に必要不可欠な複雑形状加工を施した両面プリント配線板を製造し、デジタル技術の発展に貢献！ 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 宮澤　大祐 空き家問題を解決！善光寺エリアの新感覚デザインの宿泊所 松尾　基司

関東 長野県 長野市 株式会社千歳屋本店 2100001031230 人気洋菓子店がつくる気軽に楽しめるケーキテイストのアイスクリーム販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ノーボーダー 5100001006015 カット野菜の加工・製造事業への参入による事業の再構築 駒田　裕次郎

関東 長野県 長野市 株式会社松屋旅舘 8100001003265 ワ―ケーション需要獲得に向けた事業再構築 園原　庄三

関東 長野県 上田市 株式会社Ｋ－ＰＯＷＥＲ 7100001030731 アスベストアナライザーを活用したアスベスト調査業務 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社矢島 9100001010896 中小製造業向け技術ソリューションサービスの新展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 諏訪市 株式会社松本精密 6100001018752 次世代航空機開発関連部品の高精度化と短納期製造ラインの構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 白骨齋藤売店 コロナ禍における収益の多様化を図るためのカフェ新設計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ＳＥＩＲＹＯＵ 6100001011162 当社代表の知見・経験を活かしたペット業界への事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 株式会社シャトーシーピー 6100001010692 既存事業で培った建築・土木設計監理技術を強みに、　地域の住環境革新につながるシェアリノベーション事業へ参入 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社綜合印刷 8100001013413 デジタル技術の活用により省力性と処理・検査能力が高いＡ４サイズＤＭ封入封緘事業の新規展開 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 松本市 株式会社ＳＴＯＲＣＨ 2100001028945 信州産肉・ジビエを活用した地域観光資源の開発事業 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社長野西沢書店 3100001002461 地域住民と観光客に寄り添う　アドバンス型マチナカ書店構築事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 合同会社オオタカ 1100003006066 お店の味をご家庭で！お店メニューの冷凍加工と自動販売機での販売 松本信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社岳建築設計 3100002012567 ペットと人が幸せに共生できるペットサロン・ドッグカフェ＆ドッグラン 小諸商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社金井精密 9100002027980 スマート農業を支える金属部品加工への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 塩尻市 日本ハイコム株式会社 6100001015733 樹脂フィルム向け高精細印刷プロセスの構築による、新製品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社渋峠ヒュッテ 4100002018547 バイカー・サイリスト・ヒルクライマー需要を捉えた宿泊飲食 長野県信用組合

関東 長野県 上田市 有限会社青木モータース 8100002013552 最新のデジタル設備を活用した自動車整備分野と事故現場対応分野への進出 ストラーダビジネスサポート株式会社

関東 長野県 伊那市 ＮＯＢＬＥ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｔａｉｌｏｒ ゴム素材を主とした新素材を活用したカスタムスニーカーの製作への事業転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社中山藥局 5100002036952 妊活から始める女性のワークライフバランス応援施設の開設 飯田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社サワイ 1100001007264 軟材薄肉小型アルミニウム関節機構部品の高精度化を実現し協働ロボット市場に新規参入する 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 クラブ　ルッソ 上田市の若者に元気を！屋内型ゴルフシミュレーション練習場＆カフェ事業による地域活性 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 合同会社相寿 9100003004351 地域に愛され５０年焼肉屋【味楽苑】の味を全国へ発信 税理士法人橋詰会計事務所 三菱電機クレジット株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社実りや 5100001032556 子育て女性が規格外廃棄となる果物を機械乾燥加工によって価値ある商品に蘇らせ収益アップを図るフルーツ農場再構築 税理士法人さくら中央会計

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ＩＫＥＩＫＥツガイケ 8100001032545 青木湖畔の絶景カフェ・サウナ事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社片桐建設 7100001020674 高付加価値なデザイン住宅開発を目指し、新天地に設計事業部を設置 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社山田写真館 9100002031982 つくりあげよう！記憶と記録に残るプライベートウエディング！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社小松製作所 3100001013120 当社の強みを活かした既設構造物向け制震装置の開発・商品化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 マルミ印刷有限会社 9100002004930 印刷業界のポリプロピレン加工問題の抜本的解決に資する事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 木のおもちゃ製作所・銀河工房 木育を学べる「おもちゃカフェ　ｗｉｔｈ　ツリーハウス」の展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社大澤屋 6100001025195 顔の見える地場果物を１年中おいしく、たのしむ 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 シェルハメディカル株式会社 9100001027404 ＡＩによる運動機能解析を取り入れた人工関節用ナビゲーションシステムの開発 諏訪信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社イシワタグラフィックス 3100001006033 販促物作成のプロが作る、宣伝効果の高い美粧段ボール製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 長野市 有限会社鵜野興産 2100002000647 アスベスト調査市場参入による建築工期の短縮と経営基盤の強化 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社国興 5100001013102 ネット・ＶＲ・ＳＮＳ・リアル融合３Ｄマルチチャネル化での首都圏向けサービス提供プロセスの高度化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社オリエントオール 2100001022287 Ｗｉｔｈコロナを見据えた自動洗浄機による介護用品特化型消毒業の開始 飯田信用金庫

関東 長野県 上田市 長野アドバンスコンディショナーズ株式会社 6100001011377 既存事業の強みを生かし、「ＤＸゴルフレッスン事業」によって地域と業界を盛り上げる 髙司　浩史

関東 長野県 下伊那郡高森町 三島建設株式会社 2100001028747 地中から地上まで、一式施工を目指すための地盤改良工事への展開 飯田信用金庫
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関東 長野県 南佐久郡小海町 株式会社みつわ 7100001008983 ポストコロナだからこそ求められる「非接触×小規模」の滞在型家族葬サービス						 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社吉田製作所 5100002029626 圧力センサ需要の獲得によるポストコロナに対応した新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社牛山製作所 4100002029453 食品機械分野・工作機械分野への高硬度材・難削材加工への挑戦！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 有限会社名神エンタープライズ 6100002005221 安心できる環境とサービスを提供する住宅型有料老人ホームの開設 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社天の雫フードサービス 1100001032592 インドアシミュレーションゴルフ練習場併設型飲食店事業を新分野展開して事業再構築をします 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社ニゴナ 2100001024911 自社開発商品の万能海鮮ペースト製造、販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 Ｈａｐｐｙ株式会社 3100001030041 長野県Ｎｏ．１のラーメン店のＦＣ事業化計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社タイコー 6100001001758 アレルギー緩和対策事業（ダニ捕りシートの生産計画） 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 丸忠リサイクル株式会社 5100001022128 自社ＥＣサイト、店舗でモノとヒトの縁結び。《もったいない》を１００％リサイクルへ。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社トーワ 4100001021312 ＦＡ関連機器製造や特殊巻線製造で培った技術力を活かした衛星探査及び地球の地震計測定器製造への新たな挑戦 氣賀澤　正門

関東 長野県 岡谷市 株式会社ナガタ 6100001019684 光学商社初のインドネシア現地法人設立による医療用レンズ量産計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 Ｅｐｉｃ　Ｊａｐａｎ アウトドアガイド業者が内外富裕層に向けた一棟貸の宿泊業に進出 早瀬　達

関東 長野県 長野市 株式会社丸冨士 4100001003351 得意先・消費者の課題を解決する米粉パン・スイーツ等製造事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社メイユー 1100002030579 円筒・内面研削の高精度探究による事業再構築 公益財団法人長野県産業振興機構

関東 長野県 佐久市 有限会社ジャンリッツ 5100002011708 日本初ドイツ有機農業団体ＢＥＳＨ技術供与による食品製造分野進出 北村　浩幸

関東 長野県 長野市 株式会社佐藤興産 1100001031446 ゴルフバーによる大人のアミューズメント施設と地域活性化 桑原　仁

関東 長野県 松本市 株式会社アニエラ 6100001029989 ＤＸで世界のアニメ・ポップカルチャーファンを　結びつけるメディアコマース事業の開発 大澤　宗一朗

関東 長野県 上田市 豊上モンテリア株式会社 9100001011176 菓子製造販売→輸出・卸売・製造加工物流等事業でＶ字回復 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 まつくぼ 個食需要に対応したテイクアウト弁当事業とネット販売事業への参入 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 長野市 株式会社浅川薬品 6100001005222 地域の見守りとコミュニティーに貢献できるそろばん塾への進出 藤巻　雄司

関東 長野県 小諸市 千曲運輸株式会社 4100001008581 物流のＤＸ化を視野に入れたドローンスクール・受託サービスの開始 齊藤　祐一

関東 長野県 松本市 株式会社ニシマ 5100001013820 障害者福祉事業参入による、個々から世帯ベースサービスへの転換 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 岡谷市 タンクデザイン 「伝えたい」を可視化するＰＲ動画とラーニング動画制作事業に進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 イチカビューティーガーデン 無人セルフ脱毛サロン立ち上げ支援オンラインスクール 株式会社ビズグランツ

関東 長野県 東御市 有限会社山岸自動車工業 4100002015924 地域へ恩返し！常設マルシェの開設と電動フォークリフト整備事業 渡邉　学

関東 長野県 茅野市 株式会社ファンクリップ 2100001020340 ＩＴ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の展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社本多写真館 4100002034420 写真スタジオのリソースを活用した革新的な小規模結婚式サービスの事業化 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 亜細亜印刷株式会社 4100001000101 高度な技術を活かし、他社の２倍の生産性の特殊後工程に参入する 株式会社みずほ銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ホテルそよ風 プライベート空間で白馬の四季と食を楽しむ　トレーラーハウス型宿泊施設「そよ風ハウス」 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社船橋屋 5100002037190 老舗和洋菓子店の人気菓子×次世代冷凍技術で新市場開拓に挑む 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 株式会社スターミール 8100001014980 新商品開発と販売先の多角化戦略による老舗飲食店の経営強化計画 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社ａｃｕｅｓ 7100001025599 シェアオフィスを情報発信基地とした信州の日本酒販売支援事業 岡本　洋平

関東 長野県 東御市 農日農味 ワイン生産者とソムリエによるＬｏｃａｌ・風土を楽しむ飲食店・宿・ワインショップの複合施設整備事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社味の万世 5100002035582 食品製造業者の経験をいかした地元名産半生菓子製造業への参入 飯田信用金庫

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社大葉 9100001027230 土木工事業から地域農業を盛り上げる農業支援事業への進出 北原　竜也

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社ホテルそよかぜ 6100002013331 夏だけじゃない軽井沢！暮らすように泊まる家族滞在型施設に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 有限会社原製作所 4100002014579 Ｉｏｔ情報を３Ｄバーチャルツイン空間で一元管理するソフトウエアの開発と販売 上田信用金庫

関東 長野県 伊那市 盛木材 古民家改修による山暮らしノウハウ提供型ゲストハウス事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社丸山菓子舗 4100002024082 和洋菓子販売店の「観光客向けアンテナショップ」新規事業による地域貢献 森田　昇

関東 長野県 大町市 株式会社市野屋 2100001017122 『伝統的な酒蔵における、製造工程見直しによる低アルコール／発泡日本酒への新たな挑戦』 フィッシュリップル株式会社

関東 長野県 長野市 有限会社丹波島製本 1100002003056 製造方法の変更で提案力強化と高付加価値サービス提供への挑戦 長野商工会議所

関東 長野県 松本市 有限会社橋詰商店 8100002021142 地域コミュニティ型複合施設の運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡小谷村 アニメル株式会社 3100001032153 小谷村のスキー場のホテルがウイスキー作りも体験できる宿泊施設に挑戦 税理士法人白井会計事務所

関東 長野県 上田市 八幡屋 プライベート空間を重要視したサービスアパートメントの構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社アークス 9100001030218 日本初！蓼科湖の魅力を再発見する湖畔ニング事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 木曽郡南木曽町 有限会社源次商店 1100002027360 人力に代わる新工法により、河川上流の急峻渓流地域における土砂流木災害対策を実現する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社メガテン 7100002036166 コストコ地域ショップの展開～常設店舗でＶ字回復～ 飯田信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社丁子屋 3100002012600 古民家を活用した菓子製造販売事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 塩尻市 有限会社アルファイン 2100002025454 エステサロンノウハウを活かしたセルフエステ事業への転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 アルビズジャパン株式会社 8100001023445 培ってきた国際的なネットワーク＆外国人就労ノウハウを活用したホテル旅館業への新分野展開 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 有限会社栄樹 1100002033631 施設をリノベし企画力・販売力の強みを生かした新事業でＶ字回復 酒井　庄平

関東 長野県 小諸市 有限会社車留夢 7100002012480 空き家を活用したペットとゆったり過ごせる宿泊兼ＢＢＱ施設による事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社古越製麺所 8100002011564 経営安定化のため、健康弱者向けの生麺を開発し新分野展開を図る 美斉津　晃

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ＺＹＰ株式会社 7110001032611 スキー教室事業から長期滞在型デジタルノマドと連動した新たな事業展開 佐藤　香織

関東 長野県 飯田市 株式会社神明堂 2100001022485 手芸等水引細工向けの水引材料開発・製造による新たな販路開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社ＡＬＬＡＲＥＡ 5100001032663 ヴィンテージカーショップの世界観を味わえる体験型カフェへの挑戦 中田　麻奈美

関東 長野県 佐久市 コトホグ屋 有機りんご農家が手掛ける「持続可能型モデル」の店舗兼カフェ展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 あんじゅ＋２ 高齢化社会に対応したパン製造業および宅配事業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社住吉屋 5100002017473 創業１５０年の老舗旅館が温泉付き貸切ラウンジでテレワーク市場への新分野展開 三井　和典

関東 長野県 上田市 株式会社トミック 8100001010047 金型製造で培った金属加工技術から世界にひとつだけのアウトドア用品の創出へ 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 ライフサービスジャパン株式会社 7100001028313 地元密着型既存ビジネスを活かしたフランチャイズベーカリー事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 三永木材 樹木廃棄物を１００％再利用するウッドチップリサイクルシステムの構築 松田　秀幸

関東 静岡県 焼津市 株式会社ペッツ 1080001018322 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サカエコーポレーション 8080001006056 非接触型セルフフェイシャルエステティック事業の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 増田金属株式会社 2080001009155 放熱性に優れる新素材を使用したＥＶ車用ヒートシンクの金型製造進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市葵区 鵬水産株式会社 8080001000843 お弁当移動販売車での山間部地域への小売事業 辻本　元彦

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社ユー・トラック第一 4080402008662 フードトラックによるテイクアウトショップ関連ビジネス新規展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社カネ渥 1080402009936 廃棄資材を有効活用でＳＤＧｓ・地域貢献！牡蠣殻を肥料に転換・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 焼津市 良知樹園株式会社 7080001015421 農地や調整区域などで活用し難くなった「お困りごと不動産事業」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社シンワハウス 2080402020917 コロナ禍でも需要旺盛な防災用トイレ用品製造販売事業への展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 2080001019559 社内ＤＸを駆使した輸入タイヤの販売事業への参入 辻　拓真

関東 静岡県 浜松市東区 ジーサイド ライブハウスノウハウを活かしたキャンプ場・ＢＢＱ場事業の展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 ユー・デザイン クリエイターが集うコワーキングスペースの開設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 なゆた観光自動車有限会社 2080402015330 観光バス活用によるペットツーリズム 遠州信用金庫

関東 静岡県 三島市 ｌｏｇｏｏｄ株式会社 1080101021647 「イメージコンサルティングサロン」で内面と外見の「両面美人」を増やす！ 三島商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社フォワード 4080001016182 普通のキャンプに飽きたベテランキャンパー向け、日本初のシェア型キャンプ場 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 静岡県 磐田市 株式会社桝形 2080401016866 当店看板メニュー「とん汁」などを、新技術により冷凍食品として小売販売を行う 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 髪工房オクヤマ コロナ禍に対応した美容エステサービスの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社小林園 6080101015999 和菓子製造を通じた急須で入れる「お茶文化」の復権 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ 7080001010884 ガストロノミーツーリズムの目的地となる割烹への事業転換 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社シンセイ 5080001008352 一流ゴルフ場を体験できるシミュレーションインドアゴルフ連勝上の開設事業 石井洋之

関東 静岡県 浜松市中区 グレイトフルズ　白尾康博 朝～夕方の需要を見込むテイクアウトを中心とした「コッペパン」販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊東市 株式会社ワイズ 5080101014036 セルロースナノファイバーを使用した米粉パンの普及事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 有限会社利久 7080102018744 熱海を盛り上げる奇跡の逸品を開発し、苦手な季節の克服とＶ字回復を目指す地域貢献事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 島田市 Ｈａｎａ　Ｓｗｅｅｔｓ 焼き菓子製造でテイクアウト・ネットショップ事業へ進出 村松　昭宏

関東 静岡県 榛原郡吉田町 アンサンブルプラス 困った大家さんの味方に！不動産退去時の立会い・原状回復事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社Ｆ設計 2080001010625 国産単一部材を使用する木造３階建て内部無柱住宅の開発と販売 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社原川土木 9080001015114 ＩＣＴ測量設計事業への新分野展開による事業再構築の取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 三島市 ａｎｃａ．ｔｅｒｒａｃｅ株式会社 4080101021017 女性の悩みに寄り添う健康と美容の新分野展開 平野　巧

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社ピー・ディー・シー 7080002010999 いろいろな子供のためのプログラミング教室 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社あまる斎藤商店 5080001014615 関西の老舗料亭の監修を受けた高級魚一夜干し類の製造と販売事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社ＢＲＩＣＳ 8080101016517 ＥＶシフトに伴う新たな生産体制構築と運用支援のための技術者派遣体制の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 湖西市 有限会社鷲津メッキ工業所 3080402009554 革新的な鍍金技術の確立によるＥＶ関連部品の鍍金処理加工への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 サカイ産業株式会社 8080001013036 グリーンコンポジットを用いた「電気自動車ワイヤレス充電用カバー製造」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 平金産業株式会社 4080001004393 亜臨界水処理によるバイオマス・廃プラスチックのリサイクル事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社湖北 7080401010377 ＥＶに対応した自動車整備・電力供給システムの事業構築 税理士法人ＡＳＣ

関東 静岡県 磐田市 株式会社野末商店 2080401016362 ひっ迫する国内銅需要を解決する「小型モーター」に特化したリサイクル新サービス 株式会社コムラッドファームジャパン 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社蔦木 2080401003229 次世代ＥＶの蓄電池性能向上に繋がる高精度部品製造事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ワイアード・コア 5080002004540 廃タイヤの油化・精製技術を利用した、再生燃料プラントの構築 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社三富工業 1080101010138 産業廃棄物の最終処分場不足・焼却炉が与える環境問題を解決する輻射熱方式分解炉システム事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 ダイテック竜洋株式会社 1080401016347 高精度切削加工による空調機のベースプレートの開発 ペンデル税理士法人

関東 静岡県 富士市 アチーヴ・コーポレーション株式会社 4080101010837 ＰＯＲＩＣＡ教育システムの普及事業、シェアサロン事業による差別化戦略 大竹　貴司

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社森下金型製作所 3080401012179 試作部品製作部門を立ち上げ、取引先の求める短納期・高い良品水準をクリアすることでＥＶ部品市場に本格参入			 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社緑香園 1080002014246 農家が生産する茶のティーバッグ加工の受託業務の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社タイセイエレックス 1080401001258 「ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９」レベルの高度品質保証による車載電子機器制御系基板分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 株式会社なべすけ 6080101020157 富士山の伏流水を活用した『富士山の干物』の開発と販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 株式会社アイディー 6080101004688 熟練工の金型製造技術を用いたトリミングプレス金型の新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 有限会社長岡生コンクリート 9080102008487 表面温度と透水性に優位性をもつ造粒ポーラスコンクリートの開発 高柳　哲也

関東 静岡県 浜松市浜北区 大杉建鉄株式会社 4080401010157 高板厚鉄骨柱製作における革新的な高効率コア溶接体制構築による新たな事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 サイトーデンキ 再生した古民家を使った民泊利用への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内テクノロジー 4080401016765 高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 静岡市葵区 株式会社ナカキン 8080001003838 家庭用スチール家具ブランドの新規設立計画 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社丸高名産店 7080102018620 オリジナルあつおグッズの開発商品でコロナ、原油高に負けない事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社萩原製菓 2080101003710 土産菓子の品質を食品スーパーへ！全国特産品を使った菓子を展開！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 静岡県 富士市 有限会社下條商店 8080102014115 地場産青果を使ったジューススタンド事業 新城　裕史

関東 静岡県 藤枝市 株式会社藤静 2080001020814 メンズ脱毛と整体による非接触型複合エステの新規開業 辻　拓真

関東 静岡県 焼津市 株式会社武村鋳造所 4080001015003 鋳造事業にて培ったノウハウと知識を転用し、高精度かつ短納期な中子の製造・販売を目指す しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社ユナイト 3080002014186 自動車整備業から新たに喫茶店事業への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社タカミツ看板 4080402004819 特許取得製品の生産体制構築とオーダーグッズ事業への新規参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社ワンダフルライフ 9080101007523 既存トリミングショップを再構築し、イタリアンシェフによるペットフード事業に進出 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社ヤスエ工業 4080102011867 高精度化、ジャストインタイム対応による半導体製造装置市場への進出 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 静岡県 富士市 塚田溶接工業株式会社 7080101009050 コロナ影響で縮小する製紙市場から、成長する水素エネルギー市場、医療機器市場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 浜松市北区 太洋コンクリート工業株式会社 3080401002956 残コン・戻りコンを活用した再生品の製造販売とサプライチェーンの構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ツツミ製作所 5080101002065 研削加工高度化による半導体製造装置向け流体制御部品製造への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 菊川市 アートワークス株式会社 5080401025063 足場工事の強みを生かした土木工事業への進出・特殊伐採事業の新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 アトリエ　ビエンラ ブライダルジュエリー製作技術を活かした体験型ワークショップ事業 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社プランドウ 3080001010649 釣り場環境改善につながる堤防釣り用錠剤状釣り餌の開発・販売 静清信用金庫

関東 静岡県 湖西市 ＪＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 3011101054435 スパイス調合体験スペースの新設による本格スパイス専門小売業への新事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社永田ブロック工業 9080402019812 ＤＩＹ用化粧ブロックの開発とインターネットを通じた販売強化の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社きうちいんさつ 8080101011385 多品種小ロット対応に強い小回りの利く生産体制を活かし、印刷通販事業への業態転換を図る 株式会社ポジティブブレイン

関東 静岡県 静岡市葵区 Ｒｅｓｔａ株式会社 4080001010747 新型コロナウイルス対策を徹底した最先端インドアゴルフ練習場の新規運営 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 Ｅ’ｓｓｅ 新サービス「イタリアンバーベキュー」を開始し、事業環境に対応した料理店に生まれ変わる 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社Ｓｕｉｋａ　ｃｈａｎ 9080001025105 焼津市におけるベトナム料理と和食を融合した居酒屋の出店 関戸　信晴

関東 静岡県 焼津市 福与精機有限会社 8080002016608 半導体製造装置向け超精密リニアガイド用ブロックの製造技術獲得 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 焼津市 美容室　ビディア 「定番」から「個性」へ。結婚式スタイルの変化に対応したフォトウェディング事業への進出 飯塚　理恵

関東 静岡県 富士市 株式会社大鳥機業社 7080101008275 大胆な業態転換による食品業界向け高強度排水ポンプの短納期生産体制構築事業 石山　賢

関東 静岡県 牧之原市 太田塗装 ドローンを用いた雨漏り調査や太陽光パネル点検に関する事業開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 みそよん 地の利を活かしたテイクアウト型唐揚げ専門店への事業転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 静岡県 浜松市西区 アマテラス株式会社 9080401025068 強みを活かした食品小売り事業への新分野展開 中野　一宏

関東 静岡県 富士市 有限会社アローズコーポレーション 8080102016111 ソロキャンプ需要に対応した小型簡易キャンピングカー販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 富士丸魚株式会社 9080101010015 静岡の魚を全国に！水産卸売業者が取り組む冷凍惣菜の製造・販売 富士信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社アドライン 1080101012357 食品・料理のコーディネートサービスによる販路開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社ケイ、アイ、サービス 9080102008207 日本料理店が行う閑散時を利用した弁当及び惣菜の製造・販売の取組み 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ヤマトミ 6080001010266 ＩＱＦ技術を活用した釜揚げしらす製品の製造販売 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社大英鉄工建設 1080101000972 全自動溶接ロボット導入による意匠性の高い鉄骨工事事業への新事業展開 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 山本被服株式会社 9080101001963 企業向け作業服の製造技術を活用し、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 静岡県 浜松市西区 佐藤牧場 貴重なブラウンスイス種の生乳を１００％使ったチーズ工房の新規出店とＥＣサイト運営 袴田　淳

関東 静岡県 磐田市 株式会社ウラノ 8080401016092 一般土木工事から伐採・除草工事業へ（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 合同会社帝通 2080103002248 外国人技能実習生に対する入国後１ヶ月法定講習を行う研修センターの運営への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＨＫＳ 2080001022356 コロナ渦の中でも安心して利用できる個室サウナルームの運営 橋本　昌幸

関東 静岡県 富士宮市 株式会社水野建設 2080101011861 「３．５％から１０％へ、次世代型２４Ｈフィットネスジムの開設で挑む新市場」 富士宮商工会議所

関東 静岡県 牧之原市 有限会社香川薬局 7080002014439 地域初の患者に合わせた漢方生薬の調合・煎じ薬のパック販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 静岡市清水区 長澤瓦商店株式会社 6080001023672 地域産業“清水瓦”の復活と伝承　－瓦製品自社生産で事業拡大－ 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 ハートホーム株式会社 6080001006223 こだわりの住空間を演出するデザイン家具販売の新規開業 静清信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 ＣＨＥＲＵプラス フォトウエディングを中心としたフォトスタジオ事業の展開 補助金活用支援会合同会社

関東 静岡県 沼津市 鉄板酒場　三良坂 宅配弁当サービスで挑む新たな顧客開拓 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 有限会社村松運送 8080002016351 運送業者による、小ロッドに対応した在庫管理業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社三島ダイハツ 4080101006273 レジャー需要の変化を捉えたキャンピングカー製造事業への進出 三島信用金庫
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関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ＰＥＥＲ 7080401013446 がん患者のニーズを代弁する情報コミュニティＳｐｅａｋの開発 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 オフィス　エーアンドオー 建築関連業の経験を活かした飲食店事業と貸スペース事業への展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社トータルメイキング 2080401022798 浜松の子育て世帯を応援する「ローコスト住宅建売事業」への挑戦 大桑　克博

関東 静岡県 富士市 株式会社心 8080101009974 プロテインカフェの開設で新規顧客開拓 富士宮商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社あったか農場 1080401025091 「直売所×レストラン×収穫体験イベント」を組み合わせた篠原玉ねぎの６次産業化事業 清水　進矢

関東 静岡県 富士市 五光産業株式会社 3080101008502 期限切れ目前の冷凍食品を惣菜に！スマレジ活用と食品ロス削減の惣菜屋 富士商工会議所

関東 静岡県 富士市 ＫＩＣＨＩ　ＴＯ　ＮＡＲＵ株式会社 2080101016159 生野菜の焼きカレー店が作る映える新鮮フルーツと野菜の焼き菓子ネット販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社富士グリーンホテル高橋 4080101009425 富士山麓で狩猟した地産地消のジビエ料理の提供による焼肉店への事業展開 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ケンゾウ鐵工 4080101005531 地域住民に利便性の提供を図る高齢者配食事業による新分野進出 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 熱海市 駿河物産 製造一筋の和菓子屋が挑む、ＳＮＳ映えを意識した和菓子カフェの新規参入 熱海商工会議所

関東 静岡県 賀茂郡西伊豆町 小松観光株式会社 3080101014839 堂ヶ島ホテル天遊の絶景が望める日帰りサービス実施による事業再構築 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

関東 静岡県 伊東市 みつばちのーと 自社の蜂蜜を利用した蜂蜜加工品の製造体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 裾野市 株式会社東亜工業 2080101003405 当社独自の超精密ナット部品製造技術を応用した人工関節用ナット部品製造を軸とする医療機器製造産業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 興津螺旋株式会社 1080001007746 業界初！ファクトリーオートメーションに求められる半導体製造装置用「重量誤差０．３％以下のねじ部品」の大量生産体制の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 Ｃラボラトリ株式会社 9080101019568 次世代自動車製造をターゲットとしたアルミダイカスト金型用微細冷却部品の開発製造技術の高度化と量産体制構築による新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ワイ・エム・ケー 6080001011025 コンクリート総合メンテナンス事業を拡大した新工法によるインフラ高度修繕事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ＹＳＫ　Ｗａｔｃｈ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ 3010901036254 時計修理で培った技術の産業用機械微細部品加工製造分野への展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社トータルサービスエフ 8080001017177 遊具の塗装事業の開始 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 オフィスアエラ 静岡県静岡市で初・２４時間無人営業インドアゴルフ練習施設への業種転換 嶋田　景太

関東 静岡県 沼津市 株式会社安田製作所 2080101001920 高性能ＣＮＣタレットパンチプレス導入による、ＥＶ車用モータ部品量産化への新たな挑戦 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社坂下製作所 5080401006212 ＥＶの減速機「歯車」を新規に生産し、ＥＶ部品市場に進出する 山脇保生

関東 静岡県 浜松市南区 アスム株式会社 1080401023319 真空半導体製造装置分野進出に向けた機械加工の内製化による一貫生産体制の構築 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社エヌテック 9080001000719 プレス金型製造技術を高度化した次世代部材加工用金型等最新鋭の金型開発分野への参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社サマーハウス 5080101007213 輸出を主とした中古車販売事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 湖西市 有限会社菅沼製作所 8080402009657 半導体製造ライン向け装置等の材質変更等モデルチェンジへの対応・Ｖ字回復策 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 浜松市北区 アート電子株式会社 5080401000082 極小チップ部品の製造により「医療・ロボット・次世代自動車」分野へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ニューリサイクル 2080401010398 非鉄金属回収業から加工販売、金属以外のリサイクルに挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 三明機工株式会社 2080001008025 シミュレーション技術を活用したロボット導入仮想システムの提供 株式会社ゼロプラス

関東 静岡県 沼津市 株式会社日弘商会 8080101002418 建設鋼材の自社製品加工による内製化と高品質化を通じたインフラ市場への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社落合製材所 8080002014033 大工の育成事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社スレンダー 9080001012532 ＡＩを使ったエンジニア育成オンラインプログラミングスクール しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社キムラ加工 3080002014368 ルイボス茶葉に着香加工した商品開発による事業再構築の実現 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社齋藤興業 8080101007747 リフォーム業がＦＣラーメン店へ新分野展開することによる持続可能な循環型経営への取り組み 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 沼津市 有限会社田中鉄工 2080102002273 医療分野進出への新たな挑戦（コロナショックサバイバル） 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 サン・アーティスト株式会社 2080401022955 レーザー切断加工の内製化による鉄道内装部品市場への新分野展開 浜松磐田信用金庫 株式会社アマダリース

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大津製作所 3080401001000 下請けからの脱却を目指して、無垢材のぬくもりと無機質なアイアンが織りなすアイアン家具のオーダーメイド製造業への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ペーパークラフトイトウ 3080401004795 デザイン性の高いパッケージ市場への参入 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 エンシュー化成工業株式会社 9080401010128 高品質と省プラスチックを両立させ、食品・医療・工業関連へ進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 陶土楽 陶芸体験ができるキャンプ場運営事業への業種転換で既存事業も復活させる 木村　美都子

関東 静岡県 伊東市 株式会社Ｇｌｏｖｅｒ 6080101021485 ゴルフ関連サービスを結び付ける地域創生プラットフォーム構築事業 野竿　健悟

関東 静岡県 熱海市 有限会社魚久 1080102018048 伊豆山地域の利便性向上！地域スーパーへの新分野展開 熱海商工会議所

関東 静岡県 伊東市 株式会社魚将 8080101018793 卸問屋のセントラルキッチン！ミールキットで伊豆の魚を全国へ！ 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 美らいず株式会社 4080101018987 針刺し事故を予防するためのインスリン注射針処理機の製造販売事業 松浦裕

関東 静岡県 富士市 大富士製茶有限会社 9080102015970 荒茶製造残渣を用いた堆肥製造販売とかぶせ茶製造小売への新分野展開 富士信用金庫

関東 静岡県 富士市 川島株式会社 4080101008385 半導体の国内供給体制強化に向けた半導体フォトレジスト増産のための原料流通拠点整備事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 ビューティーしずおか協同組合 4080405004650 就職率１００％の美容師養成学校の設立事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社伊藤製作所 9080101011252 共同試作開発力とサーボプレス機による次世代ＥＶ電池部品への進出 植松　誠

関東 静岡県 富士宮市 有限会社雲上 8080102016474 かき氷専門店から富士宮の地域資源の観光活用空間への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社味香美 1080402007956 ラーメンスープ開発で培った強みを活かし、ペットフード業界へ進出！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社青島歯車製作所 3080001000055 自動化ラインの生産性向上を実現する新型パーツフィーダ用歯車の試作 静清信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社森田木工所 9080001013324 蒲鉾板製造技術を生かした「かじり木」製造への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ヨリザネ製作所 8080402008766 樹脂製パレットの一貫生産体制構築によるＥＶ部品用パレット分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社伊豆太郎 3080101013907 地元資源の地域還元を目指した新規サービス展開、地域に根ざした小売販売事業への挑戦！ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社望野板金製作所 5080101009861 長年の精密板金加工で培った金属製品表面仕上げの技術力を活かした、高級感あるアウトドア用品市場への進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 沼津市 株式会社池田製作 6080101015438 産業用設備に使用される高精度な金属部品製造技術を応用した半導体分野への参入 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 奥浜名湖マリーナ有限会社 2080402016147 キャンプ✕マリンアクティビティで当社の強みを活かした業種転換 税理士法人アカウント

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社コーヨー化成 7080001010208 サプライチェーンの再構築による業態転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ステージ・ループ 1080401002586 無人航空機運用事業と音響測定事業の開始 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社インプルーブ 3080401021394 日焼けサロン「ＭＡＨＡＬＯ　ＢＥＡＣＨ　Ｔａｎｎｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｈａｍａｍａｔｓｕ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 袋井市 天龍製鋸株式会社 3080401017392 最新の加工技術を活かして付加価値の高い製品開発を行い販路拡大を目指す事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 ふた鶴合同会社 4080103000877 ケージフリーペットホテル・トリミングサロン・ペットリハビリ健康促進事業 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 磐田市 株式会社ＹＡＳＡＩ 9100001025093 農業生産法人による加工食品製造業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 デコデザイン オンラインショールームを設けたＥＣサイトでの家具小売販売事業への参入 辻　拓真

関東 静岡県 磐田市 株式会社クリアテック 8080401016324 精密冷間鍛造によるＥＶ用多段変速トランスミッション部品の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 杉山工業株式会社 3080101010458 金属管曲げ専門業者を目指し、ＣＯ２冷媒用高強度銅管の曲げ加工に挑戦 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アイクス 3080001000022 税理士法人向け相続申告の業務効率化プラットフォーム事業 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 藤枝市 仲山鉄工株式会社 4080001016645 デジタル技術を活用し、生産性向上、高精度化を図る高付加価値コンクリートカッターの開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 金子トラスト株式会社 2080101019260 新型コロナに負けない、地域に「にぎわい」を取り戻す喫茶店事業への挑戦！ 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社岩田自動車鈑金工業 5080102009539 地域初！ＡＳＶ等自動車アフターサービスを網羅した最新自動車整備工場への変革 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 平松建築株式会社 1080401019291 ライフタイムコスト提案でＺＥＨ中古住宅の資産価値を高めるリノベーション事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 豊田精工株式会社 1080401014417 設計と切削加工技術を活かし、ＥＶ等次世代型自動車の部品製作へ新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大穂工業 6080401001030 マルチユース大型撹拌翼の製造による新販路獲得 疋田　通丈

関東 静岡県 沼津市 株式会社三誠電機 3080101000665 生産の自動化を実現し、既存の変流器部品から、業務用大型ブレーカー部品の製造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 御前崎市 料理教室　ｔｅｔｏｔｅ 食を通じた地産地消空間の創設とアフターコロナのライフスタイル提案 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ラビアンプロ 5080101009993 老若男女誰でも利用できる！歯本来の白さを楽しんでもらえる新ホワイトニング 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 プライズナーネイル カウンセリング・アフターフォローを充実させた「セミセルフ脱毛サロン」の運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 ｓｔａｎｄ－ｕｐ 販売～再購入まで一貫管理が可能な自動車整備業への新規展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 合同会社ユメサボウ 6080403002332 機能訓練に特化したデイサービスの新規開業による第二の収益の柱の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 ブルペン 野球の指導が受けられる個人練習場提供事業への新分野展開 沼津信用金庫
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関東 静岡県 伊豆市 有限会社西乃家 9080102008529 地元高校の県外出身生徒受入れに伴う下宿業の開始 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 左京商事株式会社 4080001009946 アワビの輸入卸売業から一般消費者、スーパー・小売店への直接販売への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社大建 2080001023916 建築技術を活かしたオーダーメイドキャンピングカー製造事業の開始 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社信栄 7080101016848 管工事の経験を生かした配管製造事業への展開 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社川口化成 8080101000446 環境に配慮したＣＮＦ材を利用したブロー成形加工事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 有限会社大庭鉄工所 6080402020541 アルミ鋳物への高い角精度の多面加工による医療用モーター市場参入 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 イナペイントサービス株式会社 3080401022228 サブスクリプション型　会員制完全個室サウナを開業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 東海部品工業株式会社 2080101001210 カーボンニュートラル達成の為の、デジタル技術循環型金型・工具事業の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社桑原園 6080401014544 高付加価値オリジナルティーバッグ商品の開発・製造による掛川茶の全国展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 ＮＧＮ株式会社 8080401020433 ＥＶ向け新規ダイカスト金型製造への参入 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 丸八不動産株式会社 4080401005198 新しい生活様式に則ったマシン特化型２４時間営業フィットネス事業の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社Ｋ＆Ｍ 6080102016063 富士宮市初！一年中楽しめる、ＥＶ充電設備等完備した次世代型キャンプ場 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 ＱＵＡＬＩＴＹ３ 脱毛で心とカラダをゆたかに！接骨院による脱毛事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アオイ楽器店 3080401000010 和楽器を中心とする海外向けオンライン教室の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 有限会社山口製作所 5080102017392 金型製造業者が新規に実施する「ＥＶ車用電池パック」プレス加工事業 株式会社コムラッドファームジャパン 静銀リース株式会社

関東 静岡県 沼津市 株式会社イズラシ 2080101002076 ＥＶの車体剛性を向上するＥＶ構成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 静岡県 富士市 株式会社宝楽 6080101009646 「インドアゴルフ」事業の展開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 牧之原市 有限会社トシズ 7080002014926 日本初、放射線やコロナウイルスを完全遮断する「シェルター機能付き高級トイレ」の提供 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社丸宮椎茸 8080001016781 国産菌床から作られた高品質な乾燥椎茸の商品化と市場開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市南区 可美給食株式会社 9080401001291 多様化するライフスタイルに合わせた健康志向冷凍弁当の製造販売 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社遠州日石 2080401000705 次世代自動車対応の点検・整備サービスの提供開始による地域の次世代自動車普及促進事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社藤枝パークインホテル 1080001016763 本格個室サウナと客室の時間貸しによる高稼働・非接触ホテルの運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＭｉＹａＢｉ 9080101021508 体験型レストランという新分野展開で既存事業も復活させる 木村　美都子

関東 静岡県 藤枝市 株式会社赤堀技研 4080001021728 新たなインフラである新交通システム事業に寄与する金属部品製造 株式会社フラッグシップ経営 静銀リース株式会社

関東 静岡県 磐田市 有限会社フィールド 9080402021017 障害者グループホームへの業種転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社藁科産業 1080002006425 伊豆長岡温泉街の、温泉足湯のできるカフェ事業 野竿　健悟

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ホテル明治屋 5080402008240 展望風呂とおもてなしの強みを活かすワーケーション向け市場への新進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社サンプラダイニング 1080101017703 富士山ブランド「富士山クルマエビ」　で世界進出！地域を支える１社統合型ハイブリッド六次産業化 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 富士宮市 株式会社佐野商店 9080101023207 富士山麓で大自然を楽しむフィンランド式プライベートサウナ＆キャンプ施設の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 沼津市 株式会社長倉製作所 4080101001340 電動車を見据えた高精度鍛造品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士市 有限会社鈴木自動車工業 7080102014207 専用ブースを活用した水性塗装開始で自動車整備業界の変化に対応 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社Ｔ・Ｒ・Ｋ 4080401021253 ドローン活用と体感ショールーム活用の省エネ環境商材「遮熱シート」販売施工事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社マルイ水産 5080401016293 シラス一筋７０年企業が挑む、新冷凍技術によるノンドリップ釜あげシラス 大桑　克博

関東 静岡県 伊東市 弘木屋産業株式会社 1080101013768 「世界基準の家づくり」を実現し、新たなビジネスモデルを確立する 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社山田園 2080001013495 ＢｔｏＣギフト市場参入のための新製品開発と生産・販売体制拡充 松井　洋治

関東 静岡県 沼津市 雄大株式会社 9080101001971 ＤＸによる飲食サービスモデル変革 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 長岡物産株式会社 1080101007745 病院・福祉施設・学校向けの加工調理食材の生産工場開発と製品開発 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社リベラル 9080401018303 建設会社による地元特産品製造・販売業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 石渡食品有限会社 5080102009448 美味しさも機能性も！「新パン」開発製造事業とＥＣ販売展開 藤巻　かな江

関東 静岡県 静岡市清水区 日興工業有限会社 7080002010859 アルミ厚板溶接技術を取り込むことでロボット外周パネル市場への新規参入 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 伊豆市 株式会社伊豆美化企画 9080101004982 廃棄物処理で発生した木材を堆肥へとリサイクルする循環型経済への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ハートピア 9080001018422 子供や障害者、高齢者、地域住民が集う地域共生型カフェの展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ブライダルハウス 4080101009607 永遠に輝く記憶をお二人に！理想のＷｅｄｄｉｎｇ　Ｓｔｙｅを提案するための新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社金子工務店 5080101005200 新生活様式への対応！リモートワーク＆２拠点生活の体験と建設事業 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 ポップスポーツクラブ ０歳から６歳を対象とし、水慣れから初歩的な泳ぎ指導に特化した少人数制の室内温水水泳教室 島田商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社水鳥工業 3080001005079 静岡産下駄の海外展開を見据えた工場見学とオリジナル下駄制作体験工房の運営 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社川上研磨工業所 1080402013698 バリ取り自動化ロボット導入電動化船外機部品研磨加工への進出 青嶋　伸治

関東 静岡県 静岡市清水区 富士工業株式会社 7080001010249 ＥＶ車向け自動車部品加工への参入による、事業環境変化への対応 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社うんの 1080001023628 介護施設の紙おむつ処理＆リサイクル！専用機器レンタル販売事業 岩井　久典

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社都 6080001005142 ＳＮＳ等活用による販売方法の改革により多くの人々の健康に貢献！ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 カットクラブロイヤルヴォックス ウィズコロナを見据えた薄毛・肌質改善のエイジングケアに特化した個室メンズ専用プレミアムサロン しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社丸忠建設 4080002005597 おが屑を使用した酵素温浴風呂と酸素カプセル事業の開発 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社コスモグリーン庭好 6080402014155 堆肥用木質チップからバイオマス発電用木質チップ製造への新展開 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 伊豆市 株式会社不二商事 4080101004888 既存事業と地域活性化の懸け橋となる賑わい創り事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社丸和橋本興業 6080002011247 公共インフラ長寿命化に向けた足場仮設工事への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社テンポイント 4080001021389 キャリア思考の若者を中心とした人材紹介サービス 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市清水区 東海プロテック株式会社 3080001010236 ＥＶ車向け金属部品加工と半導体製造装置向けプラ加工による持続可能な体制の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社サイダ・ＵＭＳ 2080001014857 半導体市場向け高精度高速微細加工機製造事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社ルーム・アシスト 5080101006867 サテライト美術館としての飲食店事業 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社Ａｕｒａ 3080001017462 ＩＴの活用により接触機会を減少させたセルフエステ事業の展開 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社さんすい 4080001015960 港町、焼津の新たなソールフード「マグロコロッケ」の開発と販売 焼津商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社福みみ 8010801025971 プライベートサウナとマッサージで極上の「整い」を提供する全く新しい業態開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社静岡物産 4080001013972 多目的可動式折り畳みブースの開発と自社製品製造体制の構築 杉山　毅

関東 静岡県 御殿場市 Ｌｉｌｂｅｅ 外国人向け不動産ポータルサイトの運用と付随する言語サービスの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 株式会社サキフジ 1080101012290 アスベスト調査・分析事業への進出による、既存事業とのシナジー効果 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社グラスオート 2080001021127 環境配慮型の板金・塗装とオリジナルパーツの製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 温泉民宿　浜屋 コロナ禍で窮境に陥った民宿からマリンレジャー客向け一棟貸し別荘の展開 株式会社咲楽

関東 静岡県 伊東市 株式会社ケイポート 3080101016199 既存事業の強みとシナジーを活かした「ひもの専門の飲食店」への転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社オキソ 3080401016106 製造技術の強みを活かした「Ｅサイクルギヤ」の加工事業に新分野展開 税理士法人決断サポート

関東 静岡県 掛川市 株式会社北辰たちばなや 2020001030959 新たな商品　洋生菓子製造による、国内チルドスイーツ市場、海外イスラム商圏への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 三島給食株式会社 8080101006261 ケータリングビジネスへの進出と基盤ＩＴシステムの整備 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 藤枝市 有限会社人形のひなせい 6080002017847 雛人形製造ノウハウを活用したアレンジフラワー製造分野への進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 テンポドーロ株式会社 3080101019268 「早い！安い！旨い！」を備えた都内パスタファーストフード事業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社小泉設計室 1080002001946 オリジナル家具の制作ができるＳｈｏｐＢｏｔの導入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社アズネット 5080002012064 通信制高校向けのオンラインコース開発による、Ｂ　ｔｏ　Ｂ　ｔｏ　Ｃへの進出 土田　卓也

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社内山刃物 2080401006339 自社開発工法を用いた硬脆材微細加工の事業化 株式会社静岡銀行


