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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【東北ブロック】　＊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 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

東北 青森県 青森市 R2022S00001 エステティックサロンＴＳＵＲＵ 緊急事態宣言特別枠 個室セルフエステ及びオンラインでのエステレッスン事業 加藤　丈博

東北 青森県 青森市 R2022S00003 合同会社ＪＩＰＡＮＧ 3420003001603 緊急事態宣言特別枠 ライブハウス事業による、青森の文化芸能活動の拠点形成 青森商工会議所

東北 青森県 青森市 R2022S00004 イタリア食堂ポルタ 緊急事態宣言特別枠 レストランから【持ち帰り専門店と青森初発酵料理教室へ】転換事業
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 東津軽郡平内町 R2022S00005 種八農園 緊急事態宣言特別枠 イベント出店での農産物・加工品販売から農家レストラン・農家民宿への転換による売上拡大事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 弘前市 R2022S00006 株式会社石岡看板 2420001008873 緊急事態宣言特別枠 デジタルサイネージを活用したシェア型デジタル広告事業 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022S00008 株式会社キープザビート 4420001016998 緊急事態宣言特別枠 青森から世界に発信！地域に根差したレーベル事業 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 R2022S00009 株式会社フォトニコム 7420002002219 緊急事態宣言特別枠 写真スタジオ付き振袖レンタル事業の新規参入 米田　孝嗣

東北 青森県 弘前市 R2022S00010 株式会社ＴｅｉｓｙａｋｍｏｎＫ＆Ａ 7420001010271 緊急事態宣言特別枠 冷凍パンを活かした中華レストランの新たな展開 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022S00014 合同会社ＳＦＳ 5420003001452 緊急事態宣言特別枠 「オンライン配信局」設立による配信局（メディア）事業の立ち上げ 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022U00001 日本ハルマ株式会社 1420001009757 通常枠 りんご搾汁残渣からの機能性成分抽出プラント整備 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022U00005 株式会社角長 9420001008941 通常枠 急速冷凍を活用した青森県産天然ウナギ料理の販売に挑戦、新規顧客層への展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00012 有限会社タクミライス 7420002005865 通常枠 お客様のニーズに叶う魅力的な国産米粉づくりへの新分野展開事業 近田　雄一

東北 青森県 八戸市 R2022U00018 株式会社オダプリント 8420001005691 通常枠 デザイン力＋デジタルラベルで新マーケットを創造する。 株式会社東京経営サポーター

東北 青森県 青森市 R2022U00021 ＡＵＲＡ－Ｇｒｅｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ株式会社 6420001014918 通常枠 低温炭化技術を活用しての、環境対応に配慮した新分野事業の構築 株式会社秋田銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00022 八戸酒類株式会社 8420001006418 通常枠 マチナカ酒蔵における直売所「はちつる蔵酒場（仮称）」の創出によるＢｔｏＣ展開と賑わいづくり 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 五所川原市 R2022U00025 ツガル精密機器株式会社 7420001016509 通常枠 ウエハ用ＦＯＵＰ／ＦＯＳＢ自動洗浄装置の高効率的な組立・生産システムの構築事業 山崎　淳一

東北 青森県 三沢市 R2022U00031 株式会社小坂工務店 4420001011413 通常枠 高度な情報管理システムの構築による米軍三沢基地関連工事の新規受注獲得 三八城税理士法人

東北 青森県 西津軽郡深浦町 R2022U00033 齊敏機械 通常枠 海上と陸上無線を通じて災害から人命と漁業者を守る事業 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 R2022U00036 有限会社一級建築士事務所アネスト 6420002000396 通常枠 希少な国産（北海道産）ピートモスの採掘から生産の一貫生産体制の構築 東京中央経営株式会社

東北 青森県 十和田市 R2022U00038 有限会社下山旅館 8420002016688 通常枠 リモートワーク用スペース及びウェブ会議室の開設による販路開拓 十和田商工会議所

東北 青森県 平川市 R2022U00040 大和温泉 通常枠 温泉活用で健康寿命を延ばし気軽に通えるミニデイサービスの構築 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00042 有限会社鈴木鉄工所 5420002007459 通常枠 最新複合同時加工機導入による超高精度部品製造と生産性向上 青い森信用金庫

東北 青森県 弘前市 R2022U00056 株式会社蝦夷ホールディングス 5420001016130 通常枠 ３０業態のロードサイドフードコート及び宅配サービス事業の展開 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 青森県 八戸市 R2022U00057 株式会社ＲＩＳＡＳ 2420001013601 通常枠 ＬＥＤ製品の内製化とオーダーメイドに対応した基盤製品の販売 近田　雄一

東北 青森県 八戸市 R2022U00058 有限会社アルパジョン 8420002005988 通常枠 既存技術を活用した八戸せんべいの製造販売事業 中村　春樹

東北 青森県 青森市 R2022U00059 株式会社たか久 4420001001331 通常枠 港町青森ならではの食資源と観光の連携による地域活性化！食の観光施設への事業再構築
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 青森市 R2022U00061 株式会社城ヶ倉観光 2420001001110 通常枠 千年の歴史　秘湯蔦温泉と医療法人連携で新分野ウェルネスへの挑戦 株式会社青森銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00001 株式会社初駒 7400001001297 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を見据えた、生餃子無人販売事業への新規参入による事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00002 株式会社イシダ 2400001000262 緊急事態宣言特別枠 オンラインテイクアウト販売と店舗のコワーキングスペースへの活用による相乗効果の創出 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00005 株式会社秀家 7400001008631 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から総菜・弁当を産直に卸す食品加工所への新分野展開。 税理士法人横浜総合事務所

東北 岩手県 紫波郡紫波町 R2032S00006 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434 緊急事態宣言特別枠 海外市場への開拓と海外顧客へ継続的な商品提供をするための取組 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00007 株式会社アプムン 4400001013989 緊急事態宣言特別枠 うどん専門店が作る冷凍うどんの製造・テイクアウト・通信販売事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 大船渡市 R2032S00008 株式会社海楽荘 4402701000580 緊急事態宣言特別枠 新たな宿泊形態の事業化と海藻類ドライフード商品製造及び販売事業化展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 R2032S00012 株式会社三中井 1400601000844 緊急事態宣言特別枠 岩手初！生産者直送、旬の食材を使ったフルーツ大福専門店の新規開業 奥州商工会議所

東北 岩手県 八幡平市 R2032S00013 新安比温泉株式会社 5400001004161 緊急事態宣言特別枠 古代海水温泉で最高リラックス＆仕事はかどるワーケーションの宿 税理士法人クオリティ・ワン

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00014 株式会社ゑん工房 3400001013552 緊急事態宣言特別枠 買い物弱者への自社製造の冷凍惣菜と真空パック惣菜の移動販売事業 盛岡信用金庫

東北 岩手県 大船渡市 R2032S00015 株式会社シーダスロジスティクス 2430001071697 緊急事態宣言特別枠 運送業から飲食業へ大胆な業種転換～地産地消でコロナを乗り越える！「焼肉胡蝶」の挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00016 有限会社セントラルコーポレーション 2400002001805 緊急事態宣言特別枠 餃子製造機械導入による餃子のテイクアウトの販売 税理士法人秋山会計事務所

東北 岩手県 花巻市 R2032U00001 株式会社マックスコーポレーション 5400001005498 通常枠 「ゆとりある空間を提供可能とする喫茶店事業」への転換 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 岩手県 奥州市 R2032U00005 岩手銘醸株式会社 4400601000560 通常枠 ハイブランド地域資源を使った本格リンゴ酒の開発による販路開拓 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00008 株式会社ｄｏｏｒｓ 6400001013599 通常枠 「築古ビルのツカイカタ」　ＳＤＧｓ型“子ども大人教室マッチング事業” 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 一関市 R2032U00009 株式会社テクノアート 7400501000708 通常枠 特許技術によるファインバブル水素水（除菌水）の新しい提供方法による新分野開拓事業 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 西磐井郡平泉町 R2032U00015 有限会社翁知屋 8400502000730 通常枠 造るから魅せる事業へ転換する漆芸美術館とキッチンスタジオの整備 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 遠野市 R2032U00018 仲山林業株式会社 9400001010057 通常枠 木材加工の付加価値化のためのバイオマスチップ製造業への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00021 杜サービス株式会社 5400001001654 通常枠 居酒屋から惣菜販売・高齢者向け料理宅配へ。コロナ禍を乗り越える再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00022 株式会社グレイス 8400001014430 通常枠 乳幼児期からの早期療育に特化した次世代型療育支援事業 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 釜石市 R2032U00024 株式会社エイワ 6400001007295 通常枠 炉中分析装置導入によるスパッタリングターゲット材の受託溶解事業立ち上げ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 R2032U00027 株式会社ヒラガ 3400001005426 通常枠 サプライチェーン強化及びデジタル革命産業分野への挑戦！ 福田　治

東北 岩手県 遠野市 R2032U00030 Ｍｉｃｈａｅｌ’ｓ　Ｃａｆｅ 通常枠 小学生でも簡単に作れる　冷凍「アメリカンクッキー生地」製造業への転換 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00031 株式会社田清 3400001004312 通常枠 ブッフェ形式飲食店から食品小売業“ベーカリー店”へ業態転換 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 遠野市 R2032U00035 上閉伊酒造株式会社 6400001006636 通常枠 パウチ充填ＣＡＳ凍結日本酒が実現する日本酒の流通革命 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00037 株式会社ＴＯＬＩＭＳ 4400001013089 通常枠 排便機能障害を改善する骨盤底筋トレーニング装置開発による新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 R2032U00041 フジオ合同会社 9400003002011 通常枠 「土木ジオラマ」土木建設の安全と生産性向上を３Ｄで実現 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00043 タヤマスタジオ株式会社 4400001009517 通常枠 南部鉄器鋳造法と３Ｄプリンタを活用した「現代的日常品」製造販売事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00045 丸乃タイル株式会社 8400001001486 通常枠 エンドユーザー向けリノベーション付き中古住宅販売への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 R2032U00046 株式会社サンクス・エクスプレス 1400001003778 通常枠 融雪剤散布地域における産業用自動車の錆劣化対策 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 R2032U00052 有限会社松園総業 8400002008489 通常枠 ゴミに関する不安を解消する新サービス提供を通じた循環型社会への貢献 株式会社岩手銀行
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東北 岩手県 盛岡市 R2032U00053 株式会社ＭＤＳ 1400001003407 通常枠 居酒屋からうどん店とカフェ店を融合したフードコートへ業態転換 佐藤税理士法人

東北 岩手県 奥州市 R2032U00054 有限会社前沢実業 2400602001460 通常枠 葬祭会館から地域住民参加型のカフェ事業と貸し会議室運営の展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 R2032U00057 山善鉄工建設株式会社 1400001007804 通常枠 コロナ後も増加予測、大型倉庫等可能なＨグレード鉄骨工事への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00059 株式会社イーアールアイ 1400001002185 通常枠 スマート工場を実現する作業者動作分析システムの普及拡大 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00060 菊の司酒造株式会社 3400001000476 通常枠 岩手最古酒蔵の新提案！通年楽しめる新しい「生酒」の醸造・販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 R2032U00061 株式会社アサノ通運 2402701000005 通常枠 特殊米国型流通向け、特殊コンテナ開発による、米国型店舗物流への新規参入 株式会社みどり合同経営

東北 岩手県 下閉伊郡山田町 R2032U00062 佐々総業株式会社 1400001009016 通常枠 法面保護工事部門立ち上げによる公共工事の効率化と付加価値向上 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸郡一戸町 R2032U00069 株式会社柴田産業 8400001008201 通常枠 県産木材を用いた大型木造建築事業参入による岩手林業の活性化 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 岩手県 奥州市 R2032U00072 水沢スポーツクラブ株式会社 4400601000346 通常枠 「東北初、スイミング＆ＨｉｐＨｏｐキッズダンスを学べる楽しい子供の集う場所」を提供します 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 多賀城市 R2042G00001 株式会社ワンテーブル 7370001040522 卒業枠
「防災テーマパーク事業」の創造を通して、外部環境に影響を受けにくいかつ、既存事業と相乗効果のある事業を構

築
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 R2042S00001 日宝物産株式会社 8370301001000 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓ実現に向けた未利用魚を活用パスタソース等のカフェ向け業務用ＥＣ展開 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00004 株式会社Ｈ・Ｂ 1370001043290 緊急事態宣言特別枠 惣菜製造販売事業の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

東北 宮城県 加美郡色麻町 R2042S00005 ロア木工 緊急事態宣言特別枠 ３ＤスキャナーとＣＡＤソフトを導入し３ＤＣＡＤデータの作製、文化財の仏像レプリカ製作を行う事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00006 合同会社ＴＹＫ 3370003003266 緊急事態宣言特別枠 完全個室トレーニングジムの新規開店による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00007 とり卓 緊急事態宣言特別枠 持続可能な飲食経営モデルを輩出　焼鳥店ＦＣ本部構築事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00008 株式会社ＭＳＣ 3370003001740 緊急事態宣言特別枠 飲食店から整体接骨院へ新規参入～最新機器と既存の対話力を活用～ 五十嵐　忍

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00009 上海苑 緊急事態宣言特別枠 本格中華をワンコインで味わえる麻婆丼専門店への転換 福田　治

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00013 ペルソナ研究所 緊急事態宣言特別枠 箪笥に眠る着物帯を再生　帯を活用したアート作品の販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 気仙沼市 R2042S00017 ＹＫ企画 緊急事態宣言特別枠 遊漁船及び遊覧語り部事業の構築 気仙沼信用金庫

東北 宮城県 宮城郡松島町 R2042S00019 一般社団法人梅部 7370005003913 緊急事態宣言特別枠 着物新ビジネス×低所得者層にも手が出る！安価×明朗会計で着物をもっと身近に 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 多賀城市 R2042S00020 株式会社仙台不動産管理センター 6370601002518 緊急事態宣言特別枠 不動産業から職人育成と空き家問題を解決する生活提案事業へ転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 石巻市 R2042S00022 有限会社錦木分店 2370302001839 緊急事態宣言特別枠 金物卸売からバリアフリーを中心としたリフォーム事業への展開 翠星企画株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00023 家めし酒場道楽 緊急事態宣言特別枠 仙台初！！壺焼き芋の販売 山田　晴康

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00026 有限会社エム・アイ・ケー 8370002016677 緊急事態宣言特別枠 地産地消の食材を活用した「和×焼肉」への事業転換 中村　昭博

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00028 はんぞう 緊急事態宣言特別枠 東北食の結い人「はんぞう」－コロナ禍における生き残りを賭けた飲食店の高付加価値「事業転換」－ 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00029 株式会社吉田酒店 9370001016917 緊急事態宣言特別枠 惣菜製造キッチン設立とＥＣサイトで地元飲食店の商品を全国に販売！ 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00030 株式会社共栄実業 3370001018555 緊急事態宣言特別枠 新たな取り組みでの洗濯代行宅配サービス事業展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00031 有限会社マイ・プランニング 2370002008647 緊急事態宣言特別枠 物販販売用の新商品の開発とオンライン販売で新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 R2042S00032 共栄プラスチック株式会社 5370801000529 緊急事態宣言特別枠 ２軸巻取サイドシール機を導入による新たな高機能包装資材の製造 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042S00033 野菜屋カフェヴェルデ 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり需要に対応した野菜専門菓子・パンのオンライン販売事業 米森　達也

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00036 ガラス工房尚 緊急事態宣言特別枠 ガラス工房における飲食（食事提供）と体験教室の新設及び３Ｄバーチャルギャラリーの構築 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 R2042S00040 合同会社ｆｌｕｉｒ 5370603000347 緊急事態宣言特別枠 地元・七ヶ浜ブランドを全国へ届ける！食品製造業への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00041 藤田建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍において増加する空きテナント利活用を提案する事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 R2042S00042 エスニックレストランＢａｍｂｏｏ　Ｓｈｏｏｔ 緊急事態宣言特別枠 大型医療施設と提携した、新しいキッチンカービジネス レンタルＥＣ株式会社

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042S00046 有限会社音屋 7370002006984 緊急事態宣言特別枠 ＭＶ作成サービス開始に伴う、スタジオの改装 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042S00049 株式会社４ｌｉｆｅ 5370001042751 緊急事態宣言特別枠 「着る人を選ぶ」「ｋａｗａｉｉ」女性向けゴルフウエアの企画・販売事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 大崎市 R2042S00050 桜井こけし店 緊急事態宣言特別枠 伝統的工芸品のこけし製造場所の一部を予約制イベントスペースへ改修 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00051 株式会社アド・エータイプ 9370001014557 緊急事態宣言特別枠 デジタル素材のオンラインマーケットプレイス提供事業 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 名取市 R2042S00053 ペットサロンアンドホテルリトルドッグ 緊急事態宣言特別枠 ペット事業老舗による「地域密着型、大切なペットの最後に寄り添う事業」 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 亘理郡亘理町 R2042S00056 みやぎのあられ株式会社 7370801000601 緊急事態宣言特別枠 地域食材を使った誰でも食べやすい「宮城のパフせんべい」開発とお家で「米菓」に親しめるオンラインサービス 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00061 合同会社和楽 4370003004569 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けるな！キッチンカーで笑顔を！ 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 R2042S00063 合同会社シカラボ 7370003004566 緊急事態宣言特別枠 完全受注生産のオーダーメイド型ペット用おやつ事業への進出 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042S00064 株式会社リベルタ 7370001038772 緊急事態宣言特別枠 低価格高品質の洗車・カーコーティング事業 村田　幸一

東北 宮城県 名取市 R2042U00006 株式会社橋本建機 9370801000228 通常枠 新分野展開として、製造業に進出し事業の再構築を図る事業計画 税理士法人財務プランニング

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00009 株式会社ゼンエンタープライズ 7370001020516 通常枠 仙台新名物「仙台牛かつ」とマルチチャネル販売を魅力とした「揚げ物専門店」事業 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 大崎市 R2042U00011 美容室　リタ 通常枠 ストレスフルなあなたに美容室リタが提供する『極上のリラクゼーションと健康美』を 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 牡鹿郡女川町 R2042U00012 株式会社サンスイ 3370301000601 通常枠 冷凍刺身・冷凍フィレ加工品の製造販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 宮城郡利府町 R2042U00017 欅産業株式会社 8370601000222 通常枠 次の百年へ繋ぐ伝統的工芸品のシンカ　～「進化」と「新化」～ 翠星企画株式会社

東北 宮城県 富谷市 R2042U00019 株式会社福互 2370001019620 通常枠 オーダーメイド対応デジタル家具販売事業 田中　宏司

東北 宮城県 富谷市 R2042U00022 有限会社コスモテックス 1370002020512 通常枠 介護事業者向けマウスピース（商品名レイバースプリント）の製作、販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 気仙沼市 R2042U00025 高橋水産株式会社 4370501000292 通常枠 高付加価値化とＳＤＧｓを両立させる水産原料供給ライン整備事業 株式会社千葉銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00029 株式会社ＸＭＡＴ 7370001044052 通常枠 拡張現実技術を用いた測量・施工情報の可視化サービス 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00031 株式会社わざケア 1370001021387 通常枠 介護・医療・障害福祉サービスの総合空き情報検索サイト「アキシル」 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 R2042U00033 株式会社ＰＳＳ 8370301002477 通常枠 革新的技術の半導体製造装置の開発及び市場参入で事業再構築を図る 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00035 株式会社大祥 5370001025434 通常枠 仮設足場工事業への新規参入 株式会社ＯＡＧコンサルティング

東北 宮城県 栗原市 R2042U00039 株式会社久我 5370201003132 通常枠 障がいのある方が地域の中で家庭的な雰囲気のもと共同生活を行う施設運営 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00046 株式会社トラクシィ 5370001021615 通常枠 飲食店から「仔虎」ブランドを活かした商品の製造と販売への転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00048 エネックスジャパン株式会社 6370001006672 通常枠 急成長が期待される食品添加用アルゴンガスの製造による食品分野への新規参入 株式会社山形銀行
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東北 宮城県 仙台市泉区 R2042U00051 株式会社たかやま 7370001022644 通常枠 炭のプロが作るＢＢＱに特化したアウトドア用品の生産 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 柴田郡柴田町 R2042U00052 仙南生コンクリート株式会社 2370101001239 通常枠 産業廃棄物処理業（がれき類）参入計画　循環型社会の構築「コンクリートの生産～販売～回収～再生」 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 塩竈市 R2042U00055 オフィスＴＲ 通常枠 街に活気を！最新技術と伝統文化で世の中を明るくする事業 塩釜商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00058 菅原産業株式会社 2370001003252 通常枠 ＰＣＢ廃棄物処理サポート事業への参入計画 西　真一

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00063 株式会社ＪＡＲＡ 6370001044994 通常枠 デジタルマーケティングと自然や伝統を融合させた体験型野外レジャー施設の運営 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大郷町 R2042U00064 株式会社泉エキスプレス 5370001017464 通常枠 コロナを乗り越えて付加価値向上するための大郷町での営業倉庫業の進出 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 R2042U00076 有限会社ゑびす 3370202005220 通常枠 嗜好性特化型顧客向け業販家庭用加工冷凍食品製造業への業種転換 仙北信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00082 株式会社閣 6370001039342 通常枠 仙台牛たんファンのための中長期保存可能な商品をお届けしたい！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

東北 宮城県 石巻市 R2042U00089 株式会社バンブーファクトリー 5370001041852 通常枠 炭化と賦活を同時に行う活性炭製造プラントの導入による高性能活性炭の開発 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 大崎市 R2042U00094 株式会社ニューテック 5370201000344 通常枠 精密部品製造会社が行う、ＣＦＲＰ成形用の大型金型製造による炭素繊維関連市場への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00100 ディーラープロデュースアンドコミュニティ株式会社 1370001022121 通常枠 カーディラー向け自動車配送代行管理ＩＴシステムによる事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 宮城県 大崎市 R2042U00104 ヒューティスト株式会社 5370201003917 通常枠 ＡＩマッチング機能を備えた人材紹介プラットフォームの構 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00105 株式会社桜波 7370003001555 通常枠 日本食のシンガポールＥＣ販売プラットフォーム「Ｐａｌｍ　Ｍａｒｋｅｔ」構築事業 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00106 有限会社ケイプランニング 4370002007300 通常枠 高年齢者及び障害者の雇用促進に寄与する餃子製造工場創設 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00110 東洋機械株式会社 6370001009403 通常枠 一般廃棄物の収集運搬業及び再生事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00116 株式会社佐々木 3370001043495 通常枠 居酒屋＋寿司を実現し新たな飲食文化と持ち帰り品の提供 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00119 匠ソリューションズ株式会社 2370001015347 通常枠 次世代クリエイターを支援するモノづくりスタジオ事業 郡山　健一

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00121 株式会社ＴＨＲＥＥ 4370001042001 通常枠 移動販売のノウハウを学べ体験できる、フードトラック大学の開設 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 R2042U00122 有限会社くらしま生花店 8370202000324 通常枠 お花で語り合う家族葬 古川商工会議所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00125 株式会社カリーナフードサービス 6370001011706 通常枠 高度凍結小ロットＯＥＭ特化低糖質市場向け付加価値食品新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 気仙沼市 R2042U00137 株式会社舟屋葬祭 1370501000403 通常枠 高齢多死社会に備えた、「ご遺体ホテル」の建設 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 東松島市 R2042U00139 株式会社上東五和 6370301001480 通常枠 新しい生活様式に対応するためのワンストップ葬祭サービスの事業化 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00141 合同会社ＰＥＲＳＥ 2370003003548 通常枠 既存の接客技術を活かした貴金属やブランド品の買取店への業態転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00143 株式会社馬渕工業所 3370001002229 通常枠 未利用熱活用による省エネ装置製造販売に必要な「見せる開発現場」の構築 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 大崎市 R2042U00144 フリーライン大崎店 通常枠 最新３Ｄキャプチャー技術、マターポート導入事業 古川商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00150 株式会社エコ乃家 9370001018673 通常枠 コインランドリー併設型フレッシュベーカリー事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00152 合同会社鮨よねくら 7370003004153 通常枠 みやぎの旨いをおうちで堪能！ごはんと煮物　米蔵弐号の和み弁当 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 名取市 R2042U00155 株式会社オリエンタルホスピタリティギャルソン 8390001006000 通常枠 農商連携を武器に内・中・外食のトータルフードサービス事業への参入 都筑　正之

東北 宮城県 遠田郡美里町 R2042U00156 キョーユー株式会社 2370201000124 通常枠 洋上風力発電における機構部品加工技術の構築と新規参入の実現 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 横手市 R2052S00001 株式会社横手市民市場 8410001008935 緊急事態宣言特別枠 食の市場が届ける子供・高齢者向け弁当宅配事業 加賀谷正純

東北 秋田県 大館市 R2052S00002 有限会社なにわ 3410002010060 緊急事態宣言特別枠 すし店・仕出し店としての強みを活かした宿泊サービスへの新展開 秋田県中小企業団体中央会

東北 秋田県 横手市 R2052S00005 有限会社グルメ 4410002012997 緊急事態宣言特別枠 食と健康を支える健康メニューの提供とドライブスルーの導入 税理士法人ザイム・ゼロ

東北 秋田県 横手市 R2052S00007 株式会社エガミ 3410001008799 緊急事態宣言特別枠 「ウイズコロナ時代に対応！ファッションで暮らしを楽しくするサービスを創造しつづけるための事業再構築事業」 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 秋田市 R2052U00002 株式会社ケイライン 3410001011076 通常枠 建築・物流の多事業ノウハウを活かした、木製玩具市場への進出による木材利用促進 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 湯沢市 R2052U00004 株式会社無限堂 5410001005638 通常枠 そうざい等製造能力の取込みによる中食市場への新規進出等 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 秋田市 R2052U00006 株式会社アンドアッシュ 8410001007714 通常枠 照明システム導入で新分野展開をし、コロナ禍の開催様式に合わせたイベントプロデュースを行う 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 R2052U00015 株式会社Ｅ＆ＴＡＭＡＧＯ 4410001005903 通常枠 熟成技術による新商品・新販路への思い切った新分野展開！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 秋田市 R2052U00019 株式会社シーエスエー 3410001012108 通常枠 内製化で整備品質を維持する「オンライン整備」事業 秋田中央税理士法人

東北 秋田県 横手市 R2052U00021 フォトヒカリエ 通常枠 スタジオフォトウェディングへの業態転換による事業規模の拡大 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 秋田市 R2052U00029 株式会社アップル 4410001004500 通常枠 東北初！歯科医院専門の滅菌ビジネスモデルの構築 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 大仙市 R2052U00031 カフェ・ビーコロ 通常枠 カフェとＰＣ教室による相乗効果を得るＰＣスクール新規事業計画 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 湯沢市 R2052U00034 株式会社理趣 7410001005669 通常枠 衰退するアパレル市場の復活を目指しスタイリスト接客をオンラインで全国へ 小林　科樹

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 R2052U00042 有限会社羽後大一興業 3410002008146 通常枠 特殊発泡ポリスチレンによる未来に向けた建築事業への参入 秋田県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00001 株式会社モス山形 1390001002625 緊急事態宣言特別枠 新型コロナに対応したアウトドア型レストラン事業による売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 R2062S00002 有限会社エス企画 6390002008609 緊急事態宣言特別枠 「未来に向けて飲食店は進化する！テイクアウト、ＥＣ販売、店内飲食３つの柱の両立！」 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 R2062S00003 米沢絨毯有限会社 1390002013596 緊急事態宣言特別枠 米沢緞通織機１５０㎝巾の新設による緞通製造 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062S00005 株式会社オフィスエムズ 3390001005659 緊急事態宣言特別枠 山形の出前文化復活から高齢者世帯の声掛け運動で地域に貢献 澁谷　和

東北 山形県 山形市 R2062S00006 有限会社ＭＡＹＢ’ＥＭ 6390002005952 緊急事態宣言特別枠 スポーツ選手へのケアノウハウを活かしたオンラインサブスク型のボディメンテナンス指導 宮城県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00007 株式会社ＬＡＢＥＬ　ＬＩＮＫ 4390001014865 緊急事態宣言特別枠 宮城県唯一のプリン専門店開業！テイクアウトと通販で新市場開拓 佐藤　光一郎

東北 山形県 山形市 R2062S00012 合同会社ＧＬＡＭＰｉＣ 3390003001689 緊急事態宣言特別枠 空き地を活用したアウトドア事業への転換 大貫　良一

東北 山形県 鶴岡市 R2062S00013 株式会社本長 5390001007810 緊急事態宣言特別枠 庄内ブランド魚等を使った漬け魚加工事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062S00015 有限会社蔵王サンハイム 4390002001029 緊急事態宣言特別枠 地元隣県個人客向けに「新たなスタイルの飲食サービス」と「道の駅型観光施設」への新分野展開
きらやかコンサルティング＆パートナーズ株

式会社

東北 山形県 長井市 R2062S00016 有限会社後藤ドライクリーニング 2390002014882 緊急事態宣言特別枠 清潔・安心の中古衣類のリユース事業によるＳＤＧｓへの貢献 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 天童市 R2062S00017 ファニーディップ 緊急事態宣言特別枠 地域活性！魅力発信！ポストコロナを見据えた新規ラーメン店事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 R2062S00018 株式会社ホテルリッチ酒田 6390001006539 緊急事態宣言特別枠 プロモーション動画制作サービスを新規事業とした事業再構築 伊藤　正佳

東北 山形県 上山市 R2062S00019 株式会社あらい 4390001013776 緊急事態宣言特別枠 「モノ（鋳物商品）の販売」から「コト（付加価値）の提供」へ 山形県商工会連合会

東北 山形県 寒河江市 R2062S00020 有限会社三協自動車 5390002015614 緊急事態宣言特別枠 地方整備工場が排ガス抑制とコンバートＥＶでグリーン社会へ挑戦 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00024 株式会社フーツラ 9390001014349 緊急事態宣言特別枠 大工によるリモートコントロール技術コンサルティング事業 株式会社荘内銀行
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東北 山形県 鶴岡市 R2062S00027 インフィニティ・ラボ株式会社 3390001014841 緊急事態宣言特別枠 腸内細菌叢の代謝解析に特化した受託サービス事業の構築 株式会社荘内銀行

東北 山形県 長井市 R2062U00001 株式会社アートライフ長崎屋 2390001010998 通常枠 子育てや働く女性、さらに高齢者女性をターゲットとしたオンラインフィットネス事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00003 株式会社寒河江製作所 9390001000670 通常枠 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

東北 山形県 村山市 R2062U00007 有限会社寺西製作所 6390002011686 通常枠 手軽にベランピングを満喫できるバルコニー付きカーポートの製作販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00014 株式会社市重郎建設 7390001004293 通常枠 サバイバルゲームとＦＰＳのギャップをＩｏＴ化により埋め、新たな体験型エンタメを提供する 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 山形市 R2062U00015 株式会社バンブーワークス 5390001005434 通常枠 山形市郊外旧家リノベーションによる食と癒しの空間事業 澁谷　和

東北 山形県 米沢市 R2062U00016 ＫＯＭＦＯＲＴＡ 通常枠 地元のお米を自家製粉で生米粉グルテンフリーバウムクーヘン 米沢信用金庫

東北 山形県 天童市 R2062U00018 株式会社ミューコス 8390001004607 通常枠 新設備導入と水溶性切削液使用による水素ステーション関連部品への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00019 株式会社中村紙工 2390001005420 通常枠 レンタルキッチンを利用した初期投資ゼロの開業支援事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 R2062U00020 株式会社広川製作所 1390002013299 通常枠 医療向け用新製品の展開による新たな市場への進出と製造ラインのＩｏｔ化 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00021 有限会社赤川農機 4390002009022 通常枠 農機具業者向け中古農業用機械の買取販売ＦＣ本部の新規構築事業 藤原　和江

東北 山形県 米沢市 R2062U00023 株式会社ニューテックシンセイ 8390001010051 通常枠 製造ラインに対応した協働ロボットの用途開発及びカスタマイズサービス 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00026 株式会社水戸部酒造 2390001004604 通常枠 りんごシードルの開発と酒蔵ツーリズムによるＤ２Ｃへの業態転換 若杉　拓弥

東北 山形県 山形市 R2062U00027 株式会社富岡本店 4390001001277 通常枠 オンライン設備を活用した音楽教室事業展開と楽器類販売事業の再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 最上郡戸沢村 R2062U00028 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 7390001008740 通常枠 グランピング事業の新分野展開で通過型観光から滞在型観光へ 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00031 株式会社佐々木ダイヤ精研 2390001005057 通常枠 木工用切削工具業界への新規参入による売上と収益の拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00036 株式会社笹原 3390001007564 通常枠 ＥＣも活用したベーカリーカフェレストラン及びコワーキングスペースの新規事業 加藤　千尋

東北 山形県 米沢市 R2062U00038 相田建設株式会社 8390001009705 通常枠 地元間伐材の価値最大化を目的とした林業１０次産業化推進事業 米沢商工会議所

東北 山形県 米沢市 R2062U00042 渡部紙工株式会社 9390001010208 通常枠 生産・販売促進の加工サービスの新分野展開による事業再構築 株式会社ＳＡＰＴＡ

東北 山形県 東根市 R2062U00046 ピーアイエス株式会社 2390001009660 通常枠 自動車生産装置製造技術の強みを活かした食品加工市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00047 みよし工業有限会社 6390002002660 通常枠 新素材を用いた感染対策製品及び５Ｇ等の電磁波シールド部材の開発、製造、販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 東村山郡山辺町 R2062U00048 米富繊維株式会社 5390001002456 通常枠 ライヴコマースと体験型ファクトリーストアによる製造小売業への業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 西置賜郡飯豊町 R2062U00052 有限会社渡部製材所 8390002015280 通常枠 山形県産原木を使用した木製家具の製造・販売で売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東根市 R2062U00055 株式会社東根農産センター 6390001013023 通常枠 食材ロスゼロを目指した簡便食材製造による仲卸業から食品加工業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00056 株式会社マルフジ車体 3390001015427 通常枠 板金塗装とコンテナ塗装の一括受注対応による事業再構築計画 税理士法人あおば

東北 山形県 天童市 R2062U00058 株式会社一樂荘 6390001004286 通常枠 築１００年の蔵を改装した、温泉と自社ビールが楽しめるワ―ケーション施設への業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00064 株式会社トラベルパートナー 6390001004237 通常枠 旅行会社によるＩＴ化・非対面一棟貸切宿泊施設開業と貸別荘の業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 R2062U00065 株式会社シーアイテクニカル 5390001012281 通常枠 ステンレスやアルミの高精度加工技術を活かし、医療器及び薬品製造装置部品加工へ参入 株式会社荘内銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00067 理容たけだ 通常枠 脱毛機器設置とシェービングによる個室型セルフ脱毛への新展開 天童商工会議所

東北 山形県 南陽市 R2062U00068 有限会社割烹日の出 2390002014222 通常枠 焼き肉店×子供×スイーツ×非接触化の事業再構築 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062U00073 本多アルミ株式会社 6390001001721 通常枠 新規受注による産業ロボット部品製作に必要な新設備導入 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00074 株式会社亀や 1390001007533 通常枠 ホテルの機能性と旅館の情緒性が融合した温泉旅館の新機軸 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00077 有限会社大滝商店 2390002009148 通常枠 廃プラスチック類のＲＰＦ固形燃料用原料製造事業への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00079 山形優味株式会社 2390001014636 通常枠 懐石料理店から海鮮炭火焼き店への転換と加工品のＷｅｂ全国展開事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 R2062U00084 株式会社小嶋総本店 1390001009851 通常枠 糀甘酒を活用したバランス栄養食開発と、新生産体制導入による事業再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00087 株式会社寒河江商店 8390001015125 通常枠 アレルギー対応のアイスケーキとイタリア菓子を製造・販売する 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 R2062U00089 株式会社コステム 2390001006179 通常枠 航空機用パーツ製造から宇宙機器産業用パーツ製造への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00091 株式会社大江車体特装 8390001000366 通常枠 自社製品「平常時でも使える災害支援車」の製造販売事業へ業態転換 株式会社フォーバル

東北 山形県 山形市 R2062U00096 オガル株式会社 1390001015206 通常枠 空きビルを活用したシェアオフィス運営によるテレワーク推進事業 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 R2062U00098 有限会社立花 5390002001721 通常枠 最新冷凍技術を活用した「冷たい肉そば」のネット販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00101 ネムール株式会社 4390001001533 通常枠 スマホでのセルフ測定とオーダー寝具販売システム開発による業態転換 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 南陽市 R2062U00105 株式会社三幸ソーイング 8390001010613 通常枠 地域産業を守る、中小縫製業者による国内製造を義務付けられた衣料品の生産体制の再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00108 ＫＡＷＡＤＡ理研株式会社 2390001008233 通常枠 車載関連へ新分野展開するための再構築事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 南陽市 R2062U00110 宮城興業株式会社 9390001010686 通常枠 革靴製造技術を活かしたアウトドア商品の新分野開拓による事業再構築計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00120 有限会社ＯＦＦＩＣＥ　Ｙ’ｓ 8390002010595 通常枠 ２４時間３６５日稼働のロジスティクス・ソリューション 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 R2062U00122 黒澤建設株式会社 3390001013629 通常枠 高級食パン専門店を兼ね備えたモデルハウス新築事業 丹野　覚

東北 山形県 山形市 R2062U00123 アルトバルーン 通常枠 空間アート技術を活かした『非日常空間を演出する』アニバーサリーカフェ 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 山形市 R2062U00124 有限会社山形鋳材 6390002002792 通常枠 シェルマシーン導入による中子製品内製化と売上拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 R2062U00125 松岡株式会社 3390001006789 通常枠 半導体製造装置部品加工に参入し、生産用機械器具製造業への事業転換を実現 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 R2062U00126 香坂酒造株式会社 7390001009854 通常枠 不退転で挑む！地域初！体験型直販事業進出と情報発信基地の創設 株式会社山形銀行

東北 山形県 東置賜郡川西町 R2062U00130 株式会社藤島建設 3390001010774 通常枠 ３次元測量機及びドローンを用いた測量分野への進出 米沢信用金庫

東北 福島県 会津若松市 R2072S00002 竹籐 緊急事態宣言特別枠 竹屋の座売りと娘の茶屋とハンドメイド商品向け貸し棚のトリニティ 会津信用金庫

東北 福島県 郡山市 R2072S00003 日計産商株式会社 8380001006109 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で市場が拡大しているオーダーメイドユニットハウスの製造 滝田　薫

東北 福島県 福島市 R2072S00004 納屋カフェ椿 緊急事態宣言特別枠 レンタルスペース事業による芸術発信機会の提供と福島の食材を味わえるテイクアウト事業 髙司　浩史

東北 福島県 いわき市 R2072S00005 食・ネットワーク株式会社 2380001023290 緊急事態宣言特別枠 新分野展開　イタリアン惣菜の販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 須賀川市 R2072S00006 株式会社グランシア須賀川 9380001011264 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対応したリモートウェデイングの事業化 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 R2072S00007 株式会社四輪販売福島サービス 6380001017090 緊急事態宣言特別枠 地域住民のサードプレイスとなるべく整備工場にカフェを併設！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 福島市 R2072S00010 吉野輪業商会 緊急事態宣言特別枠 ふくしまサイクリング周遊拠点づくりプロジェクト 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 喜多方市 R2072S00011 自然食品ばんだい 緊急事態宣言特別枠 低感染リスク型冷凍自動販売機の導入による新たな販路への挑戦 会津信用金庫
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東北 福島県 本宮市 R2072S00012 スタジオナカジョウ 緊急事態宣言特別枠 空き店舗を利用したシェアスタジオ・シェアサロンの新規参入 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 R2072S00014 有限会社水庭自動車 5380002026273 緊急事態宣言特別枠 カーボンニュートラルの実現に向けた燃料電池自動車（ＦＣＶ）の車体整備事業 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 R2072S00015 有限会社益蔵 1380002007079 緊急事態宣言特別枠 異なる３事業によるマルチ事業化により、ポートフォリオの構築を実現！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072S00016 特定非営利活動法人ふくかんねっと 9380005002326 緊急事態宣言特別枠 交流事業経験と地縁を活用した障害者支援事業の実施計画 八鍬　啓二

東北 福島県 須賀川市 R2072S00017 有限会社スペースワン 6380002019920 緊急事態宣言特別枠 地域初、コロナ禍に対応した子供向けの本格的ダンス教室 滝田　薫

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 R2072S00020 御もてなしの宿悠ゆ亭 緊急事態宣言特別枠 従来型和風温泉旅館から１日１組限定貸切り温泉旅館へ再構築プラン 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 R2072S00022 株式会社デピック 8380001000912 緊急事態宣言特別枠 景品で地域を笑顔に！ノウハウを活かしたお手間解決ビジネスへの大転換！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 R2072S00024 株式会社内郷館 5380001012464 緊急事態宣言特別枠 新たな顧客との接点をつくるフレンチレストランの開業 福島県商工会連合会

東北 福島県 会津若松市 R2072S00026 株式会社わーくすたいる 3380001030113 緊急事態宣言特別枠 事務代行やマイクロタスクを依頼できるシェアオフィス事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 郡山市 R2072S00027 株式会社しのや 4380001026333 緊急事態宣言特別枠 加工未加工の食材の販売や商品のサブスクリプションの取組み 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 R2072S00029 有限会社ＮＡＴＵＲＥ 5380002027445 緊急事態宣言特別枠 毛髪診断、育毛または医療用ウィッグの提供事業 いわき信用組合

東北 福島県 いわき市 R2072S00030 株式会社木の力 2380001020692 緊急事態宣言特別枠 空き家利活用アイディアを通じて地域の活性化 株式会社福島銀行

東北 福島県 伊達郡桑折町 R2072S00031 株式会社ＡＣＤＣ 1380001002551 緊急事態宣言特別枠 地産地消エネルギーの最適な管理システム（ＥＭＳ）ソフトの開発 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 R2072S00034 株式会社ありがとうカンパニー 5380001019410 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍・コロナ後を見据えたテイクアウト専門店の新規出店事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 白河市 R2072S00035 有限会社大島屋 8380002017591 緊急事態宣言特別枠 いま、ここで、私たちにしかできない、「こんにゃく」を使った健康食提供事業 白河商工会議所

東北 福島県 二本松市 R2072U00002 株式会社和ごころ 2380001029809 通常枠 強みを活かした十割生蕎麦及び蕎麦菓子製造業への転換事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 南相馬市 R2072U00005 株式会社トラストワン 5010601034795 通常枠 内装ユニット化、ＢＩＭオペレーター、不動産仲介等によるバリューチェーンの強化と業界革新 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 東白川郡棚倉町 R2072U00007 有限会社そのべ 3380002019171 通常枠 セントラルキッチンを活用した、テイクアウト事業の導入 安達　隆久

東北 福島県 郡山市 R2072U00011 株式会社食のトータルコーディネート企画 1380001009150 通常枠 「十割そば会」による新業態「中華そば」への転換とテイクアウト専用窓口の設置 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 須賀川市 R2072U00012 有限会社カミーナコミュニティサービス 8380002021445 通常枠 不動産賃貸業から空き家の古家具・古材リメイク販売業への業種転換 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 会津若松市 R2072U00013 株式会社大川荘 7380001017305 通常枠 ワーケーション需要を取り込み、福島県の地域活性化に貢献 井上大輔

東北 福島県 田村郡三春町 R2072U00014 株式会社ミルテック 9380001008070 通常枠 超精密加工機械のキーパーツ（位置決め機構部品）市場への新展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 南相馬市 R2072U00015 トレ食株式会社 7010401138811 通常枠 補助事業計画名　食品廃材／副産物を活用した「養殖魚エサ栄養補強剤」の製造事業 あぶくま信用金庫

東北 福島県 須賀川市 R2072U00017 株式会社ワタスイ 8380001011447 通常枠 地域のサスティナブル食品の製造工場を併設した飲食小売り事業 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 R2072U00020 株式会社イーブレイン 2380001003441 通常枠 学習塾システムの開発 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 福島市 R2072U00022 有限会社尾形自動車工業 4380002000725 通常枠 既存の環境車検に特定整備を導入した民間車検場の設置事業 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 R2072U00031 北日本電機工業有限会社 1380002034016 通常枠 光学機器の製造ノウハウを生かした光学医療機器の製造 会津商工信用組合

東北 福島県 石川郡石川町 R2072U00033 有限会社鈴木畜産 6380002020944 通常枠 オリジナルブランド牛熟成乾燥高級堆肥製造販売事業への参入 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 R2072U00034 ａ．ｒｕ．ｋｕ出版株式会社 4380001009081 通常枠 フリーマガジンから美容関連Ｗｅｂ予約システム構築への取組み 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 喜多方市 R2072U00035 有限会社Ｍｉｙａｔｓｕリサイクル 2380002035293 通常枠 脱炭素化社会推進の一翼を担うべく、新たにＲＰＦ製造へ着手！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072U00042 合同会社ライズ 5380003002406 通常枠 「部品」製造から「最終製品」製造に転身するための投資計画 福島信用金庫

東北 福島県 二本松市 R2072U00046 株式会社ＡＤＸ 5380001009320 通常枠 １００年後の森を作る！建設業から特殊木加工製造業への挑戦 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 須賀川市 R2072U00050 株式会社セルクル 2380001011304 通常枠 クリーニング１００年企業の新型コロナ対応型フィットネスクラブ事業への進出 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 双葉郡川内村 R2072U00054 株式会社コーチング・スタッフ 7380001016975 通常枠 学業不振・不登校・発達障がいの生徒に対するオンライン教育システムの導入 朝日信用金庫

東北 福島県 福島市 R2072U00056 有限会社山地自動車 2380002003829 通常枠 自動車向け製造廃止部品リビルド新工法開発 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 喜多方市 R2072U00058 株式会社メカテック 6380001018782 通常枠 会津から全国へ！ロボット技術を利用した土木リノベーション領域への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 R2072U00059 株式会社オクヤマフード 3380001009058 通常枠 新工場の立ち上げによる自社オリジナル総菜の製造と新市場開拓 滝田　薫

東北 福島県 石川郡浅川町 R2072U00060 有限会社塚原製作所 1380002021245 通常枠 研削加工内製化による自動車部品の高精度短納期生産の実現 白河信用金庫

東北 福島県 須賀川市 R2072U00061 株式会社おしゃれ劇場 9380001011157 通常枠 「人生１００年時代」の女性に活力を！美しく輝く女性を応援する美容エステ 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 R2072U00062 株式会社造形プランニング 2380001013201 通常枠 後継者の経験・スキルを活かし異業種「自動車整備業」の事業展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 R2072U00064 株式会社ラグドールファミリー 9380001025529 通常枠 福島県産食肉の卸売事業 添田　大輔

東北 福島県 福島市 R2072U00065 株式会社ユノカワ 5380001003620 通常枠 オリジナルカスタムカーを主力とした自動車販売店と整備工場開設 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072U00070 有限会社松月堂 2380002004612 通常枠 こだわりの焼き立てパン製造販売事業への進出と多様な販路拡大 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 白河市 R2072U00072 有限会社エムズコレクション 2380002018728 通常枠 白河市の女子をターゲットにしたカリーカフェ事業 有限会社インキューブ

東北 福島県 会津若松市 R2072U00073 会津米穀協同組合 7380005008003 通常枠 乾式無洗米精米機と真空包装機の導入による全く新しい精米商品の生産及び環境負荷と廃棄ロスの低減 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00074 ジー・イー・エス株式会社 3011401013603 通常枠 ６次産業への第一歩、糀体験と古民家宿泊から広がる地域経済の輪 齋藤　龍男

東北 福島県 会津若松市 R2072U00076 雄昭建設有限会社 1380002033414 通常枠 市場が拡大と地域課題である空き家の解体事業の展開 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 R2072U00078 株式会社たふぃあ 6011101047865 通常枠 「びっくり・安心・楽しい！」好間名物のジャンボメニューで地域活性化 ひまわり信用金庫

東北 福島県 石川郡古殿町 R2072U00084 豊國酒造合資会社 3380003000799 通常枠 日本酒サロンの整備による収益構造の再構築 株式会社東邦銀行

東北 福島県 福島市 R2072U00086 有限会社伊勢屋 3380002000379 通常枠 シンガポールスタイルの中華料理店を新たにオープンする 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 会津若松市 R2072U00087 株式会社関美工堂 1380001017533 通常枠 会津の地域資源を活かしたヒューマンハブ運営事業への進出 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 郡山市 R2072U00088 株式会社エム・ティ・アイ 5380001006805 通常枠 インフラ向け大型部品に対応可能な専用めっき設備導入による新市場開拓 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 R2072U00093 株式会社ｆｕｔｕｒｅ 3380001030377 通常枠 地魚を使った藁焼き店の開業 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 R2072U00096 ホリエフーズ株式会社 6380001020210 通常枠 高級和食店の新鮮な食材を活用した「回転寿司事業」への新たな事業展開！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 R2072U00101 株式会社吉成建築 6380002013015 通常枠 ガーデニング事業へ参入し、新しいスタイルのおうち時間を提供！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00103 株式会社ココビスタ 6380001028864 通常枠 働く女性応援プロジェクト　トレーラーハウスの放課後児童クラブ ベストファーム税理士法人

東北 福島県 南相馬市 R2072U00106 有限会社齋藤 7380002029472 通常枠 重度障がい者向けグループホーム事業への新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

東北 福島県 福島市 R2072U00112 アスモ株式会社 3380001021153 通常枠 本業（部品製造業）とシナジーの高い高機能ハーネス製造分野への参入 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 R2072U00117 有限会社ＡＢＣいわき 2380002027654 通常枠 デジタル屋外広告　大型ＬＥＤビジョン設置　事業計画 いわき信用組合
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エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

東北 福島県 郡山市 R2072U00120 株式会社栄楽館 4380001004644 通常枠 アフターコロナ以降の個人客化に対応する「新たなプレミアエグゼクティヴフロア」の造成 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 須賀川市 R2072U00121 情報整備局 通常枠 稲作農家支援アプリの開発 福島県商工会連合会

東北 福島県 南相馬市 R2072U00123 株式会社シマ商会 2380001015610 通常枠 車両リサイクル事業から物流トラックの整備事業への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 福島県 岩瀬郡天栄村 R2072U00126 アルファ電子株式会社 7380001011547 通常枠 米粉麺の地産地消型ＯＥＭ生産およびグルテンフリー食品の製造 西川　和明

東北 福島県 南相馬市 R2072U00131 Ｍｉｓｓíːｚ 通常枠 素敵に歳を重ねるグッドエイジングを実現する、トータルビューティ事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00133 株式会社Ｂ・Ｏ 9380001019679 通常枠 持続可能な小売業への事業転換 株式会社足利銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00139 Ｈｅｌｖｅｔｉｃａ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 8380001020662 通常枠 ～ととのうカラダ～ふくしま発酵ファクトリー＆ラボ 郡山商工会議所


