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東北 青森県 R2021S00001 ひろさき夢興社株式会社 2420002014879 緊急事態宣言特別枠 醤油製造メーカーが唐揚げ専門漬けタレで挑むテイクアウト唐揚げ店 弘前商工会議所

東北 青森県 R2021S00002 株式会社ＴＲＹＳＡＩＬ 9420001015962 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に沿った労働安全衛生法に基づく講習開催事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 R2021S00004 株式会社小田原青果 4420002006395 緊急事態宣言特別枠
青果の達人が厳選食材で加工食品をプロデュース。食で美容、健康の新提

案。
公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 R2021S00005 株式会社金剛 5420001005835 緊急事態宣言特別枠
八戸圏域の高品質割烹料理を急速冷凍を中心とした製造・販売で、タイム

シフト・エリアシフトし届ける事業
税理士法人ＭＳＡパートナーズ

東北 青森県 R2021S00008 ６かく珈琲 緊急事態宣言特別枠 イベント出店型から店舗・ネット販売型コーヒー店への業態転換！ 稲葉　順一

東北 青森県 R2021S00011 合同会社ＲＲＲ 5420003001543 緊急事態宣言特別枠 リモート農園メンタルヘルスカウンセリング事業 野坂　和夫

東北 青森県 R2021S00013 株式会社ソフトキャンパス 5420001010380 緊急事態宣言特別枠 独学者向けオリジナル教材と動画コンテンツ開発による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 R2031S00001 株式会社ＡＺクリエイト 9400001008324 緊急事態宣言特別枠 完全自家消費型太陽光発電＆蓄電システムの構築とリース販売事業 北上商工会議所

東北 岩手県 R2031S00002 ＮＳテクノサービス株式会社 7400001006528 緊急事態宣言特別枠 半導体製造装置の修理方法高度化による、新分野からの受注獲得 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 R2031S00003 旅館　菊水館 緊急事態宣言特別枠 地下駐車場を活用したレンタルルーム事業 大船渡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00004 桜千株式会社 4400001008519 緊急事態宣言特別枠 「大人の発達障害の誰でも挑戦できる社会を創る」就労移行支援 盛岡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00005 大船渡インターホテル椿 緊急事態宣言特別枠 やすらぎとくつろぎの空間酸素ルーム事業 大船渡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00006 Ｙｉｐ’ｓ　ｃａｆｅ　ａｖａｉｌｌａ 緊急事態宣言特別枠
マルチローターを使用した農業・映像撮影・点検保守業務のサービス請負

事業
岩手県商工会連合会

東北 岩手県 R2031S00008 レストラン　エルミタージュ 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナを見据えた全天候型グランピング事業による新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031S00009 花龍 緊急事態宣言特別枠
ビーコン等のデジタルツールを活用した焼きおにぎり専門販売キッチン

カー
花巻商工会議所

東北 岩手県 R2031S00010 株式会社三陸技研 8400001007483 緊急事態宣言特別枠 ＦＷ成型設備の導入によるＦＲＰ製造技術を活用した配管製品の新規製造 株式会社東北銀行

東北 岩手県 R2031S00011 株式会社佐々木建設 8400001006873 緊急事態宣言特別枠 雇用確保を見据えたスポーツ施設提供への業態転換！ 稲葉　順一

東北 岩手県 R2031S00013 有限会社割烹旅館おぼない 2400002012232 緊急事態宣言特別枠
プライベートガーデンで家族とペットだけで遊ぶ温泉ＢＢＱ＆キャンプ事

業
盛岡信用金庫

東北 宮城県 R2041S00001 株式会社ＰＩＴＳ 2370001016527 緊急事態宣言特別枠
既存店舗ブランドを活用した宮城県特産品のテイクアウト・デリバリー・

通信販売戦略
税理士法人あさひ会計

東北 宮城県 R2041S00002 株式会社リブインザモーメント 1370001041030 緊急事態宣言特別枠 東北の果物を贅沢に使った「みちのくフルーツ大福」の製造販売 翠星企画株式会社

東北 宮城県 R2041S00003 株式会社菓房山清 9370501000783 緊急事態宣言特別枠 老舗菓子店　新商品開発で小売専業からの脱却 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00006 株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング 1370001039322 緊急事態宣言特別枠
ＡＩ、先端冷凍技術による簡易オペレーションを実現した海鮮丼屋への事

業転換
アイアンドエス税理士法人

東北 宮城県 R2041S00008 株式会社ロックフット 3370001016848 緊急事態宣言特別枠 ダンススクール事業者による衣類販売を通じた新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00009 株式会社エムコーポレーション 2370301002648 緊急事態宣言特別枠
飲食店ノウハウを活かしたお米とシャリのサブスクリプションサービスの

導入
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041S00010 ＣＫＴ株式会社 5370001039525 緊急事態宣言特別枠 オフィス向け食品小売業者から、海外物販輸入・販売業者への大転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00013 株式会社武田の笹かまぼこ 3370601000301 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍笹かまぼこ内製化によるコロナ禍における抜本的業態転換 エヌ・ビー・シー税理士法人
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東北 宮城県 R2041S00016 株式会社グラークス 4370001025055 緊急事態宣言特別枠 感染症対策として非対面式レッスンを実現した新規店舗の出店事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00018 有限会社なすやタクシー 1370502000708 緊急事態宣言特別枠 クラウド型配車システム設備導入による共同配車事業 小山　清之

東北 宮城県 R2041S00021 あちゃーる 緊急事態宣言特別枠 「巣ごもり用惣菜で楽しい食事」を提供する「こだわりの惣菜店」 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00022 カシマ商事株式会社 9370201002221 緊急事態宣言特別枠 レンタルスタジオ新設によるＣｔｏＣ物販コンテンツ支援事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00023 一般社団法人日本認知症予防マージャン協会 6370005004037 緊急事態宣言特別枠 認知症予防のための健康マージャン学習動画ＷＥＢサイト構築 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00026 渡辺秀晃 緊急事態宣言特別枠 保育所・幼稚園における　情報共有ツールの開発 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00027 株式会社西和造園 4370001008745 緊急事態宣言特別枠
造園・植木事業におけるデジタル化による非対面式サービス提供への業態

転換
株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

東北 宮城県 R2041S00028 ミュージックオフィスバップウィンド 緊急事態宣言特別枠 電子サックスにおける多人数対象オンラインレッスンへの業態転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00029 有限会社マツド 4370002017852 緊急事態宣言特別枠 ドローン活用による防犯・監視事業『探偵社のドローン防犯』 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00031 一翔ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 7370001040571 緊急事態宣言特別枠 製麵所開設による新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041S00032 株式会社ｑｕａｌｉａ 2370001021337 緊急事態宣言特別枠
地域医療福祉を支える存在への大転換　新規事業を活用した事業再構築計

画
ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

東北 宮城県 R2041S00033 株式会社プライマリー 9370001015662 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも成長可能なプロテインの製造・ネット販売事業 朝日仙台税理士法人

東北 宮城県 R2041S00034 有限会社豚豚拍子 6370002018584 緊急事態宣言特別枠 ラーメン専門飲食店から「キッチントレーラー」事業への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00037 株式会社ステージライン 4370001011823 緊急事態宣言特別枠 グローバルビジネス支援型の新たなコワーキングスペース事業への取組み 有坂　信彦

東北 宮城県 R2041S00038 株式会社ティー・エフコーポレーション 9370002018598 緊急事態宣言特別枠 コロナを乗り越えるクラウドキッチンと新しい二毛作業態の開発 タスキー税理士法人

東北 宮城県 R2041S00039 株式会社パルフェ 3370001042324 緊急事態宣言特別枠
競合他社との差別化に繋げるヘッドマッサージ導入による新規顧客開拓事

業
仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00040 株式会社ひよっこ 6370001040597 緊急事態宣言特別枠 タピオカのテイクアウト販売の実施 井上大輔

東北 宮城県 R2041S00041 公益社団法人３．１１みらいサポート 6370305000867 緊急事態宣言特別枠 東日本大震災の教訓を伝えるオンライン語り部の導入拡大 ＹＡＣ税理士法人

東北 宮城県 R2041S00042 合同会社Ｅ．Ｓ．ファースト 3370003004454 緊急事態宣言特別枠 顧客満足度☆４，９事業者による「地域密着型リフォーム業」への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00047 株式会社シャンパレス 3370001012070 緊急事態宣言特別枠
パーソナルトレーニングと国際脳内ヒーリングのオンライン化業態転換の

事業計画
碧山　雄貴

東北 宮城県 R2041S00048 株式会社リスペクト 9370001015150 緊急事態宣言特別枠 日本の中小企業の生産性を高めるＢＰＯサービス事業 税理士法人クラフトマン

東北 秋田県 R2051S00002 株式会社グランドシステム 9410001005485 緊急事態宣言特別枠 挙式場をカフェに改装してテイクアウト商品も拡販する 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051S00003 株式会社アクトラス 5410001009077 緊急事態宣言特別枠
ＥＣマーケットにおける商品販売を迅速化するためのデザインサポート新

事業開拓
高山　安雄

東北 秋田県 R2051S00005 株式会社サンテックス 3410001006191 緊急事態宣言特別枠 小中学生がタブレット上で授業をできる教材アプリの開発と販売 兎澤　正倶

東北 秋田県 R2051S00006 株式会社越中谷写真商会 2410001000732 緊急事態宣言特別枠 高齢者とその親族をターゲットにした新しい包括的終活サービス 税理士法人ＭＩＲＡＩ

東北 秋田県 R2051S00008 カフェゼロセカンド 緊急事態宣言特別枠 地元の美味しい商品を集めた食のセレクトショップに生まれ変わる 秋田県信用組合
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東北 秋田県 R2051S00009 株式会社つじや 3410001008394 緊急事態宣言特別枠
郷土菓子の缶詰製品化で全く新しい食べ方と市場を創造し事業再構築を実

現
株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051S00012 株式会社キカワ 9410001008257 緊急事態宣言特別枠 店舗型からオンライン型へ提供方法の思い切った業態転換 稲葉　順一

東北 秋田県 R2051S00013 コントロール 緊急事態宣言特別枠
店内遊休スペースを活用し、新たにリラクゼーションサロンを開業するこ

とで高付加価値のトータルビューティーサロンを展開する。
税理士法人Ｍ．Ｕ．Ｇ．Ｅ．Ｎ．

東北 秋田県 R2051S00014 株式会社フード・ボックス 4410001007560 緊急事態宣言特別枠 レストランからセントラルキッチンを新設した高齢者向宅配事業へ進出 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 R2051S00015 有限会社安心サービス 9410002009618 緊急事態宣言特別枠 地域の魅力を発信する動画配信スタジオとコワーキングスペースの開設 秋田県商工会連合会

東北 山形県 R2061S00002 株式会社サウンドカーム 5390001005112 緊急事態宣言特別枠
最先端設備導入によるイマーシブ３Ｄ音響ライブ配信サービスの開発・提

供
山形商工会議所

東北 山形県 R2061S00003 有限会社ゆあーず 3390002013520 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍の市場ニーズに応えるキッチンカーでの店舗外販販売体制構築に

よる新規販路拡大事業
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00005 株式会社オードヴィ庄内 1390001006122 緊急事態宣言特別枠
１４６年に及ぶ清酒醸造を基にサスティナブルを求めた事業再構築への取

り組み
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00008 一般社団法人酒田観光物産協会 8390005007936 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト開設、ラーメン提供に係る店舗改修及び旅行業への参入 髙橋　竹夫

東北 山形県 R2061S00009 株式会社ＢＩＨ 2390001015849 緊急事態宣言特別枠 超薄型、不燃性のリチウムイオン電池を活用した米沢織製品の開発 丹野　覚

東北 山形県 R2061S00011 株式会社ＭＵＧＥＮ 3390001013356 緊急事態宣言特別枠 合成音声ナレーション制作アプリ開発販売 山形県商工会連合会

東北 山形県 R2061S00012 堀内織物有限会社 1390002013357 緊急事態宣言特別枠 熟成ジビエ・馬肉商品で通販市場へ進出による事業再構築と売上拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00014 オリエンタルカーペット株式会社 7390001002413 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナ、ニューノーマルに最適化した直販事業への業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00015 和光食材株式会社 3390001006681 緊急事態宣言特別枠 惣菜類・業務用食品・酒類を取り揃えた食のセレクトショップ出店 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 R2061S00017 荘内振興株式会社 9390001006313 緊急事態宣言特別枠 おいしいものを世界に届けたい　客席のないＥＣレストランを開店 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00018 株式会社エコー 5390001006093 緊急事態宣言特別枠
先端デシタル技術を活用した新製造方法を確立し新製品のＥＣ販売を開始

する
株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00020 株式会社金萬 6390002000664 緊急事態宣言特別枠 庄内産高級魚を独自の仕立て技術で熟成させた熟成魚のＥＣ販売事業 丹野　覚

東北 山形県 R2061S00022 有限会社吾妻荘 4390002012496 緊急事態宣言特別枠 旅館の空き部屋を利用したそうざい製造業への事業展開 税理士法人霞城会計事務所

東北 福島県 R2071S00002 有限会社えん家 7380002013831 緊急事態宣言特別枠 「３日３回炙りとりかわ」の通販事業を実現し、事業再構築を図る 景山　洋介

東北 福島県 R2071S00004 株式会社松竹工芸社 4380001010246 緊急事態宣言特別枠 新たなデザイン性・着色技術を取り入れた新商品の販路開拓への挑戦 福島県商工会連合会

東北 福島県 R2071S00006 株式会社フードビジネスジャパン 9380001027186 緊急事態宣言特別枠 郡山発！ＥＣ事業参入により「和・郡山すが波」の味を全国にお届け！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 R2071S00008 アド・エージェント 緊急事態宣言特別枠 既存のデザイン技術を活かしたオリジナルウエアプリント事業への参入 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 R2071S00018 株式会社山吉 5380002013775 緊急事態宣言特別枠 鮮魚仲卸業を活かした中食テイクアウト・ＥＣ販売事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 R2071S00019 Ｒｅｓｅｔ　ｍｏｒｅ 緊急事態宣言特別枠 ハンドセラピス導入によるハイブリッドな新技術の提供 須賀川信用金庫

東北 福島県 R2071S00022 ＲＹＯＥＮＧ株式会社 6380001021167 緊急事態宣言特別枠 排水環境エンジニア及び廃棄物エネルギー利用事業への事業転換計画 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 R2071S00023 株式会社ビューティーメンテ 5380001029054 緊急事態宣言特別枠 バスケコート併設型接骨院とを中心とする複合サービス施設の展開 宮城県商工会連合会


