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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【東北ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

東北 青森県 弘前市 有限会社昭和石材興業 5420002013399 産業廃棄物の廃材から新素材の生コンクリート製造への挑戦！ 福士　昭夫

東北 青森県 八戸市 株式会社フォトセンター惣門 2420001006539 売れる商品にするための広告用調理動画 近田　雄一

東北 青森県 むつ市 有限会社タカ・カンパニー 2420002019713 ピンチはチャンス　若者を魅了するテイクアウト店舗へ業態転換 むつ商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社カクニ吉田 2420001000632 街の酒屋からコロナ対策を施したバー併設店舗への再出発事業計画 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 合同会社エフドットコム 9420003001944 美容室×脱毛×パーソナルジムをワンストップで提供する「トータルビューティー」事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 平川市 室内装飾タキコー 事務所内の敷地を改装し、室内及び屋外のドックランのサービスを新たに実施する 井上大輔

東北 青森県 青森市 高橋電気工業株式会社 6420001001305 電気工事業を利点とした振動・騒音・濃度計測と調査業務の立上げ 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 バー　バック　グラウンド セルフエステサロン開業に向けた施設整備と周知事業 青森商工会議所

東北 青森県 十和田市 有限会社遠田酒店 6420002016450 個人消費者との接点を自ら作る攻めの飲食スペース 十和田商工会議所

東北 青森県 青森市 ミナトフードサービス 地元飲食店と農家のためのレトルト食品ＯＥＭ受注生産事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 南津軽郡大鰐町 一斤 食生活見直しから始める体の免疫力強化のための新商品開発と販売計画 青森県商工会連合会

東北 青森県 西津軽郡深浦町 株式会社青海商事 4420001016379 津軽発！新鮮な海の幸を食卓にお届け！水産品のネット販売事業 西河　豊

東北 青森県 黒石市 株式会社鳴海醸造店 2420001009987 三内丸山遺跡の酵母菌を使った「そばつゆ用日本酒」の開発 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 弘前市 株式会社アルク 2420001010474 県産品を利用した通販事業の挑戦とデジタルイノベーションの取組 弘前商工会議所

東北 青森県 つがる市 ヒラカワ事務器 アフターコロナを見据えた地産地消古民家カフェ事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 青森市 株式会社はとや製菓 4420001001728 健康志向型犬猫向けペッドフードの生産・販売システムの構築事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 八戸市 スナック吉里吉里 文化財級の古民家と地産地消　カフェと商品開発事業展開で地域活性化 八戸商工会議所

東北 青森県 青森市 成邦商事株式会社 7420001001205 コロナ禍に対応した青森県産ホタテの高付加価値商品販売促進事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 上北郡野辺地町 株式会社ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム 3420001015217 乳牛肉牛の飼育と健康管理に不可欠な、敷料の安定的な生産・販売事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 有限会社龍鳳閣 1420002003156 冷凍食品販売とテイクアウト事業立ち上げのためのセントラルキッチン新設 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 八戸市 有限会社柿崎塗装 8420002006607 橋梁補修におけるコンクリート長寿命化修繕事業の展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 黒石市 ななつぼし農園 自家農園のりんごや各種果物等を直接消費者にお届けする販路開拓事業 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 八戸市 有限会社八戸十全物産 1420002008279 青森県産、北海道産の山と海の幸をコラボした練加工食品製造販売 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 上北郡六ヶ所村 六ヶ所エンジニアリング株式会社 5420001011817 原子力関連施設で使用する国内初の貯蔵容器を製造する事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 むつ市 株式会社大和海商 5420001016675 鮮魚等卸売事業の強みを活かした水産加工事業への新分野展開 石川　大輔

東北 青森県 西津軽郡深浦町 株式会社黄金崎不老不死温泉 2420001008493 地場産品にこだわった「五感」で楽しむレストラン新設による飲食サービスへの新事業展開 税理士法人ＦＰ総合研究所

東北 青森県 八戸市 株式会社木村屋商店 6420001007310 自社ビルの有効活用と入居を促すための焼き肉屋事業 有限会社クレメンティア

東北 青森県 むつ市 有限会社丸山銃砲火薬店 9420002019814 火薬類販売業から、地域に根ざしたクラフトビールの醸造・販売事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 タクミホーム株式会社 3420001006091 土地の売買の一貫サービスと空き家対策を実現する解体業 有限会社クレメンティア

東北 青森県 五所川原市 株式会社高橋米穀 4420001014614 米卸売業が稲わらの有効活用による新分野展開で稲作農家とコロナ禍に挑む！ 増田　晶夫

東北 青森県 青森市 倉橋建設株式会社 8420001000783 新たな工法で橋梁長寿化修繕計画へ参入 株式会社若山経営

東北 青森県 弘前市 株式会社コーア 2420001010433 Ｗｉｔｈコロナに対応した建材部品への高耐久抗菌めっき加工 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 八戸市 株式会社工藤 9420001006912 ニューノーマルの環境と物流を守る排ガス浄化装置用高品位尿素水製造事業 税理士法人ＴＡＣ

東北 青森県 八戸市 北日本機械金属株式会社 6420001005751 首都高速道路の耐震補強工事用「摩擦ダンパー」の生産 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 北上市 有限会社大坊 1400002009452 居酒屋から盛岡初ザンギテイクアウト専門店へ転換する事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社石のセガワ 8400001005215 ライフサポート企業に転換するための新たな霊園運営事業への参入 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＲＥＣＯＬＴＺ 9400001008910 ビンテージ分野の潜在ニーズ喚起によるビンテージリプロダクト市場への進出 盛岡商工会議所

東北 岩手県 北上市 華想苑 高級化粧品・最先端機材のエステサロンによるＶ字回復 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社宿かり屋ドットコム 5400001013385 継続的なアクティビティーでワーケーション事業への参入 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 宮古市 花坂印刷工業株式会社 3400001006936 印刷業の枠を超える多様な情報加工サービスをワンストップで提供し、顧客と地域の課題解決を目指す新分野進出事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 花巻市 酒食屋　和ん フランチャイズ参入と地域資源を活用したキッチンカー事業の展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 アッカトーネ ソムリエの商品提案力を活かしたワインショップの開業 工藤　健人

東北 岩手県 北上市 株式会社ティートラスト 5400001014425 フランチャイズ加盟によるテイクアウト専門店３店舗の展開 北上信用金庫

東北 岩手県 陸前高田市 合同会社ぶらり気仙 4402703000133 未活用・廃棄地域資源を活用した新商品開発による持続可能な社会構築事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 有限会社ティーエム工業 4400002010151 槽・タンク製造内製化による工場向けプラント配管工事業拡大へ　～いわて半導体関連産業経済成長へ貢献～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社佐々木ボデー 4400002004277 小型～大型車すべてに対応、「架装から鈑金塗装」までの一貫生産体制の構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社京屋染物店 8400501000970 創業１０３年の染物屋が挑む、東北文化を体感するライフスタイル複合店「里山プロジェクト」 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社フェニックス 5400002002742 「簡易リール巻き上げ機」の自社開発と販売による新たな市場への参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 県南クレーン株式会社 2400601000950 整備・修理事業でクレーンを極める！クレーンリース会社の挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 株式会社まるか 7402701000207 ガソリン販売から重油販売への転換でコロナ禍を克服 工藤　健人

東北 岩手県 一関市 株式会社和とわ 6400501000205 優れたクリーニング技術を活かし業界初の着物シェアリングサービスに業態転換する 株式会社第四北越銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 ユーロガレージ株式会社 2400001002093 中古車販売業が創造する独自技術力を駆使した新たなイノベーション整備への挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社丸基屋 3400002003107 新盛岡バスセンター内飲食物販テナント事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 ダイナステージ株式会社 3400001004700 不動産・建築リフォーム会社向け営業支援システムの販売 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 久慈市 下舘建設株式会社 8400001007970 自動車のＥＶ化に対応する整備工場新設による新分野への進出 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社戸塚商店 4400002002297 小売向けカット野菜コンシューマーパックサラダ製造への業態転換 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社真珠苑ホールディングス 8400001003672 自社の経営資源を活用したウィズコロナ時代に対応する事業再構築 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 有限会社坂本商店 2400002001350 豊富な品揃えから選べる角打ちとオンリーワンのギフト販売による新規顧客の開拓 岩手県中小企業団体中央会

＊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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東北 岩手県 北上市 有限会社泉製作所 6400002009092 微細精密加工機の導入による金型製造プロセスの大幅改革 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡紫波町 株式会社青三 3400001003842 漬物製造業者による独自乳酸菌を活用しＢｔｏＢ向け惣菜事業への新たな挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 邦技工産株式会社 5370201003834 体積測定によるホタテ貝の貝柱サイズ推定装置の製造・販売 株式会社東北銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 有限会社松橋自動車整備工場 7400002012013 車大好き整備やさんの自動車用中古パーツショップの展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社シカモトウェルディング 1400001013141 装置業界におけるオンリーワン技術の確立による経営基盤の再構築 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 花巻市 ハコショウ食品工業株式会社 4400001005409 お土産屋＋体験施設＋ラボを備えた漬物ミュージアムから始まる地域経済の活性化 花巻信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社アイシンレジヤーシステム 2400002000039 つなぎ温泉に地域と人・人と人を「つなぐ」焼肉事業を新展開 株式会社リョケン

東北 岩手県 下閉伊郡岩泉町 株式会社フロンティアいわいずみ 2400001007241 「岩泉まつたけ」の加工事業で新たな地域産業を創出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 株式会社共栄テック 8400001006436 医療機器向け精密金属部品製作のための技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 岩手県 大船渡市 有限会社システム・ラボ 8402702000221 ＡＩドローンによる鳥獣害対策システムの構築及びデジタル工房の運営 大船渡商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ふじさわ 9400001001361 次世代型葬祭会館「お別れ邸宅」開発による新分野顧客の獲得 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社トップクルー 3400001013759 ドローン事業の知見を活かしたスマート農機販売分野への本格参入と普及・販売促進手法のオンライン化事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社アーアル研究所 7400501000600 内視鏡、低侵襲手術器具等に活用するマイクロレンズ製造事業への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社マルイ舗装 9400001006955 自社の経営資源を最大限活用し異業種に参入し事業再構築を図り永続発展を目指す！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 株式会社企作工舎 4400001004385 ５Ｇを利用した高精細で魅力ある４Ｋ動画配信ビジネスの開拓 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社近藤設備 9400001006492 “トロイカの森”再生計画～アウトドア・ワーケーション事業～ 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社東家 5400003000019 盛岡名物「わんこそば」の冷凍加工で新市場を開拓 工藤　健人

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社櫻井折箱店 8370002011166 折箱屋から飲食店ソリューションカンパニーへの事業再構築 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ポラリス 8370001025002 「教育型」×「専門性特化型」の児童療育サービス 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 栗原市 炭火いちば　じゅう。 コロナ禍における収益改善のための店舗改革 株式会社日創パートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ＴＨＲＯＷ 1370001002197 アパレルの服飾小物からペット・インテリア用品へ　ＥＣサイトを利用した新分野展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 大崎市 サロンブリーズ 地域住民のコミュニティスペースを提供する新たなカフェ事業の展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社雅流 3370001020255 アフターコロナを見据えた酒類販売による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ダックス 5370001000908 地産食材と地元ブランド力を活かした食物販業態への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 Ｋ’ｓフード株式会社 9370001023054 居酒屋事業から、から揚げ持ち帰り店を出店して新分野展開を図る 税理士法人横浜総合事務所

東北 宮城県 石巻市 有限会社Ｈ．Ｓ．Ｊ． 2370302003240 地産地消の貢献へ。非接触型注文システムを活用したテイクアウト専門店への業態転換。 税理士法人会計サービス

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＨＲＭ株式会社 9370001023228 プレジャーボートを活用した観光業への新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 わとな補聴器 聴力測定専用設備完備による信頼と安心の補聴器専門店開店事業計画 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ノリワークス 9370001022733 「仙台８９ＥＲＳ」ｘ「デザイン技術」のシナジー効果による事業再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 ミモザホメオパシーセンター仙台 非対面オンラインで行うヒーリングセラピー、全国へ拡大！ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 6370001039821 女性用オーダースーツの非対面型オンライン販売強化のための実店舗展開 秦博雅

東北 宮城県 気仙沼市 有限会社ししおり・きはんせんタクシー 9370502000386 タクシーＤＸを用いた総合交通業務共同化 小山　清之

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＲＥｂｏｒｎ　ＰＩＬＡＴＥＳ　Ｓａｌｏｎ＆Ｓｃｈｏｏｌ フィットネスから「食」事業への参入により唯一無二のサロンへ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社アスクシステムズ 5370002018783 プログラミングと学習塾のハイブリットスクールへの転身 株式会社フォーバル

東北 宮城県 大崎市 健身舎 鍼灸マッサージ師が薬草をテーマにした新たな癒し場を温泉街に展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 塩竈市 株式会社八八 7370601002681 手作り感のある総菜（厚焼玉子）製造と小売業界販路開拓による事業再構築 株式会社旭ブレインズ

東北 宮城県 石巻市 株式会社カネキ水産 3370301000386 地域利便性向上のためのイートイン併設水産物等直売店舗運営事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ハナサク 6370001013272 「ハナサク」１００年企業を目指して－３代目の「新分野展開」への挑戦！－ 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＧＬＯＢＡＬＳＩＴ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ 1370001044719 整骨院とパーソナルトレーニングジムの融合による地域の健康のための新規事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社クレセール 2370001047539 障害者雇用を推進するための経営基盤を構築する業種転換事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社セカンドステージ 9180001112537 レンタル店舗による飲食店の業態転換サポート事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 7370001038814 シミュレーションゴルフの販売と練習場のハイブリッド型運営 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市青葉区 ホシヤマインターナショナル株式会社 5370001010312 東北初！「フルーツ大福×和ベーカリー」　製造販売専門店 タスキー税理士法人

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社共榮水産 4370001002896 新技術のプロトン凍結機を活用した冷凍事業への業種転換 中村　哲也

東北 宮城県 富谷市 有限会社マッフェン 3370002020576 富谷が誇るケーキ店が提供する食のファーストプレイス＠やきとり 株式会社常陽銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 オリーブＢ・Ｂ株式会社 9370001044604 ～「美容室×脱毛×エステ」の新分野～メンズ総合美容サロン事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社Ｃｏ－Ｂｕｙ 8370001019631 医業種以外の業種にも対応可能な新規ｗｅｂブランディング業務 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 塩竈市 株式会社アートセレモニー 8370001018336 電子書籍の制作・編集・出版・販売のプロデュース！あーと出版 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 １６ 「犬ヨガ」を通して愛犬とお客様の健康と幸せを実現させる事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 有限会社蔵王郷リゾート 4370102000766 販売用別荘（自社所有）を活用したアフターコロナを見据えた宿泊業への転換 小野寺　哲

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社井筒水産 5370001002623 仙台中央卸売市場の魚を活用したペットフード市場と水産品加工品市場への参入事業			 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社希来 8370001043202 飲食業から原子力発電所作業員専用長期滞在宿泊施設への転換 清水　俊雄

東北 宮城県 亘理郡亘理町 仙台ハイテック株式会社 6370801001187 難削材の精密加工に挑む！～ファインセラミックスの新製品製造～ 仙南信用金庫

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社佐々通オンサイト 7370001020053 ＩＴオンサイトワーク　ＷＥＢプラットフォーム事業 税理士法人ユナイテッド・パートナーズ

東北 宮城県 牡鹿郡女川町市 有限会社マルキチ阿部商店 5370302002272 宿泊施設Ｓｗｉｍｍｙ　ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業績回復事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 ジャパンサイクル株式会社 9370201002551 有機性肥料のペレット化販売計画 ＯＡＧ税理士法人

東北 宮城県 大崎市 株式会社ワンナップ・クオリティ 1370201003821 今すぐに出掛けたくなるトレーラー“マウスポケット”のオンライン販売でアウトドア業界に新しい風を 宮城第一信用金庫
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東北 宮城県 栗原市 有限会社イサゴ 5370202004328 最新プラズマ切断技術導入による重量鉄骨向けプレート製造への挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社イトイン 4370001002608 ＬＥＤ－ＵＶオフセット印刷機導入による新商品・新サービス開発 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 本田精機株式会社 8370001006068 半導体デバイス用シリコンウエハーラッピング装置の大径コア部品製造による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社渡信鉄工 5370002004214 高度金属曲げ加工を用いた高精度短納期でのスクリュー製品製造 株式会社秋田銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社総合エステート 8370001008881 不動産業のプロが簡易宿泊所事業へ参入し、衰退が進むリゾート地域を活性化 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社鐘崎 6370001002829 美と健康をテーマとした全く新しいブランドの開発展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 東松島市 貴凛庁株式会社 7010001177367 コロナ時代に求められる宿を奥松島から 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 シビレ株式会社 2020001114687 移住プラットフォームＷＥＢアプリケーション「ソコクラ」の開発 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 ゆずりは歯科医院 健康増進とフレイル予防を導くオーラルヘルス＋セルフケアサービス事業 吉田　邦彦

東北 宮城県 名取市 有限会社高橋ボデー 3370802000414 地域における福祉のライフスタイルをつくるお手伝い・車椅子固定装置の製作施工 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 一般社団法人南三陸研修センター 1370505000481 オンラインツアー＆ワーケーション受入態勢整備事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｕｓｋａａ アレルギーフリー菓子のイベント出店型から自店開業へ業態転換 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市太白区 日本プラグ工業株式会社 9370001017205 恒久設置型非鉄製水量制御用プラグ生産体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 石巻市 株式会社リュクス 4370301002480 石巻港における精密機械製品等特殊流通加工倉庫運営事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 石巻市 有限会社アカイ精機 1370302000164 半導体製造装置部品製造への進出による金型製造事業依存からの脱却 北浜グローバル経営株式会社

東北 宮城県 名取市 株式会社松本不動産企画 6370801001253 フィッシングガイドを中心とする、地域資源を有効活用したアウトドアレジャー事業の実施 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 吉田企画 仙台初！メンズに特化した痩身・脱毛の非接触型セルフエステ 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 大崎市 株式会社松倉 4370201000444 「ご褒美スイーツ」市場へ挑戦！非接触型販売による商品の提供 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ホテル湯の原荘 1370001010282 宿泊業に依存した経営体制脱却のためのカフェ＆スウィーツ事業の展開 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 塩竈市 海鮮せんべい塩竈株式会社 4370601003492 海鮮菓子小売業（製造小売）から海鮮専門バーベキュー料理店への新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

東北 宮城県 東松島市 東北パイプターン工業株式会社 3370301000956 DX政策推進に不可欠な通信用インフラ向け鋼管製品供給体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社新大忠リゾート 8370101001778 ペットと泊まれる高級貸別荘サービスの提供 福田　治

東北 宮城県 石巻市 一般社団法人はまのね 7370305001030 アフターコロナを見据えた、サブスクリプション型地方創生ワーケーション 日野　一義

東北 宮城県 栗原市 株式会社二上 3370201003695 ［豆乳凝固性酵母ＳＣＹ－０３］を用いた豆乳凝固食品の製造・販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社エヌエス機器 8370301000225 電気自動車向け樹脂コネクターの加工技術の高度化による新規事業参入 田中　吉徳

東北 宮城県 仙台市宮城野区 中城建設株式会社 8370001005747 知的資産を活用し、障がい者福祉施設の運営事業に参入する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社大平食料品店 8370002010168 業務用鮮魚卸売から小売進出！美味しい魚料理を開発しご家庭へ 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 角田市 佐藤裕貴 台風１９号被害、コロナ禍を経て地域産物活性オンラインサービスの提供 影山　正雄

東北 宮城県 石巻市 株式会社ＧＥＮＫＩＩ 5370001040986 タイヤ整備・小売から再資源活用までの一元管理システムの構築 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市若林区 森民酒造本家 老舗酒造による地域密着＆健康志向の「甘酒」カフェへの新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社折居技研 5370201000071 ３Ｄ造形による製造工程革新で「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」をボトムアップ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社佐藤重機興業 1370002007534 「揚重事業×設備工事」のシナジー効果による事業再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社チソー食房 8370001013832 特殊急速凍結システム導入！冷凍市場における「牛たん」の新たな試み 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＲＤＶシステムズ 7370001011580 「市場動向、顧客ニーズに沿った　機密文章等抹消の新システム確立」 郡山商工会議所

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社ＡＳＫ 4370201003736 スポーツパーク新設と事業間連携・相乗効果による高収益事業化 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ミリスダイニングバー ダイニングバーから昼のビーガンカフェへの転換 日高見税理士法人

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社メデイカルサイエンス 7370001006226 ＡＩ機能搭載の診断技術向上に向けた内視鏡画像管理システムの開発および販売 税理士法人植松会計事務所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社アル・エル 2370001041723 シェアオフィス事業の強みと三つ星シェフで創る滞在型飲食店展開 税理士法人あさひ会計

東北 宮城県 登米市 株式会社大一物流 3370401000518 梱包材が使用されていない製品（石灰等）を特殊車両（ＹＴ式粉粒体搬送車）を使って、運搬するサービスの提供 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社メビテック 8370601002986 大型設備等向け製品図面作図及びフルリフォーム技術革新事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 4370601003286 七ヶ浜の観光スポットがオリジナルコーヒーの焙煎加工事業を新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ライフラボラトリ株式会社 8370001031561 介護・医療分野への入退管理システム展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 名取市 株式会社Ｉｎｔｅｒｕｎｄ 2370001016576 最新塗装ブース導入で中古車販売から水性塗装サービス業に業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 株式会社わたなべ総業エコリンクス 9370001042046 新たな再生資源活用促進事業による事業再構築とＳＤＧｓへの取り組み 仙北信用組合

東北 宮城県 東松島市 株式会社カメヤ 4370302000698 中間処理施設建設について 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 ＫＦアテイン株式会社 7370001013858 ～モノ売りからコト売りへ新分野展開～塗料メーカーが最高の塗膜を提供する塗装事業へ 公益財団法人みやぎ産業振興機構

東北 宮城県 亘理郡山元町 メルコジャパン株式会社 4050001023784 精密加工プレート分野への参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 陸前総合開発株式会社 4370001004257 廃棄物運搬業からＤＸを駆使した一貫総合産業廃棄物工場に再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ｎａｎｄａｒｙ　ｃａｎｄａｒｙ 5370001041786 催事激減で苦境の公園等屋外スペースにモバイルレンタルオフィスを装備し、企業のリモートオフィスニーズにマッチングさせる事業 表　順一

東北 宮城県 仙台市太白区 ｅｎｊｉ 仙台から全国へ！　ＥＣサイト構築と創作最中キットの通信販売 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｓ・Ｙワークス 7370001014071 日本のワイナリーを集めたプラットフォーム事業 タスキー税理士法人

東北 秋田県 秋田市 株式会社ゆう幸 6410001008747 地域素材の特長を活かした新しいスプレッドタイプのジャムの開発・製造・販売事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 アキタクロージング株式会社 1410001006697 社内一貫生産体制を構築させることによる、オーダースーツスラックス縫製分野への新たな挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 湯沢市 株式会社佐藤縫製 8410001005619 社内的資源を活かしたキッチンカー事業と企業向け置き惣菜事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 居酒屋のんのん キッチンカーによる社食の提供と移動居酒屋事業 飼田　一之

東北 秋田県 秋田市 株式会社ワンダーキッチン 3410001009896 スイーツ事業への参入とオリジナル商品のブランディング 秋田商工会議所

東北 秋田県 秋田市 株式会社インフォミディアリ 3410001003841 コロナ渦におけるリモート需要に対応するためのレンタル業種進出計画 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 おこめのさわた まちのお米屋さんから「秋田の仙北平野の米はおいしい！」を全国へ！ 株式会社北都銀行
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東北 秋田県 由利本荘市 ＡＩｆｒｅｃｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ株式会社 7011001118451 新受発注システムで農作物の流通を改善 株式会社北都銀行

東北 秋田県 にかほ市 ＡＹＪ合同会社 7410003003043 設備導入と自社技術開発およびＩＯＴによる医療機器分野への新分野展開授業 一瀬　章

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社けやき 7410002007508 光学レンズ加工分野への新規参入計画！　～切削技術の高度化に挑戦～ 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社美豊 1410002006944 全製品トレーサビリティ化への思い切った業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 山本郡八峰町 三商物産株式会社 3410001007347 コロナ禍に対応した発泡スチロール製オーダーメイド箱製造と倉庫利活用を融合した新事業の展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 株式会社こばと 3410001011489 共生社会の実現「就労継続支援Ｂ型事業所への新分野展開」 河野　隆治

東北 秋田県 由利本荘市 矢島木材乾燥株式会社 6410001005240 国産針葉樹を活用した新機能無垢床材をＥＣサイトで販売 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社イヤタカ 8410001000669 企業ニーズに応えるキッチンサービスプロジェクト 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社鈴大工業 7410002006716 超高精度加工とエビデンスに基づく品質保証システムの確立による新分野展開 一瀬　章

東北 秋田県 秋田市 有限会社佐善建設 3410002001729 建設業がカフェと宅配弁当に新規参入！「食」で地域の健康サポート 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 浅舞酒造株式会社 3410001008956 酒造りの技術で挑む！世界の美食家に向けた新分野の開拓 加賀谷正純

東北 秋田県 秋田市 株式会社平徳本店 2410001002191 婦人服小売業の強みを活かしたコインランドリー事業への新分野展開 秋田県中小企業団体中央会

東北 秋田県 能代市 伊藤鉄工株式会社 5410001007031 溶接ロボットシステムの導入による高難度製品製造工場への業態転換実現 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 Ｂｅｌｇｉａｎ　Ｂｅｅｒ　Ｂａｒ　ＺＯＴ 飲食店併設型ベルギークラフトビール工場による地域活性化事業 有限会社クレメンティア

東北 秋田県 南秋田郡八郎潟町 石井商事株式会社 5410001003377 地域の小さな拠点づくりから脱炭素社会への促進と交流人口増加を図る 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社双葉住建 4410001010028 脱カーボンに向けた建設業からリサイクル加工・販売への事業転換 長谷川　伸治

東北 秋田県 南秋田郡八郎潟町 有限会社ワタネン 7410002005957 地域生活を支える、ウィズコロナ時代に対応したＩｏＴコインランドリー事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 仙北市 株式会社八柳 7410001008597 伝統工芸の老舗の思い切った挑戦。地域の幸せと笑顔を守る介護事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 菊吉建設株式会社 4410001004780 ドローン事業部新設による測量、調査点検業務及びスクールの展開 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社三栄機械 4410001004830 『　秋田産！洋上風車部品製造プロジェクト　』 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社アシスト實務工房 4410002013731 地域資源を循環＆発酵させる健康志向の食品製造による新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社秋田ニューバイオファーム 1410001005261 秋田初のサツマイモ６次産業化による新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 山形県 山形市 ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ株式会社 8390001005051 高齢化社会シニア向けストレッチサロン 阿部　好美

東北 山形県 東田川郡庄内町 鯉川酒造株式会社 1390001006816 日本三大品種「亀の尾」米で、甘酒と、甘酒＋純米スパークリング酒を開発する 山形県商工会連合会

東北 山形県 米沢市 株式会社アイタ工業 7390001009706 ＡＩ・ドローンによる樹種分類・木材サプライチェーン再構築事業 米沢商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社Ｍｏｍｅｎｔ 5390001012389 従業員の雇用維持のための菓子製造業への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社達商 3390002009543 山形県産小麦を使用した新たな生地開発による新分野展開 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 山形市 株式会社勝月 6390001012578 飲食店と病院の連携による両者の価値向上 北郡信用組合

東北 山形県 鶴岡市 有限会社ＲＹＵ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 3390002010559 ポストコロナに対応する車中泊施設オートキャンプ場 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 Ｄａｉｚｙ カフェ空間のレンタルスペースと焙煎機を導入し地元玄米を使用した玄米コーヒーの製造販売 米沢商工会議所

東北 山形県 米沢市 株式会社牧野洋酒店 2390001010131 相乗効果が期待できるテナント誘致の為の店舗改装と飲食店連携事業 日本パートナー税理士法人

東北 山形県 天童市 松崎友美 エステ機器の導入によるセルフエステサービスへの業種転換 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 ボンボイド株式会社 3011301021103 やまがた新名物“山形ぎゅうぎゅうミートパイ”による県民補完計画 山形商工会議所

東北 山形県 酒田市 ＬＵＭＩＮＯＵＳ 非接触型痩身マシンとセルフ脱毛マシンに特化したサロン事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ブライダル大内 2390001001683 一軒家貸切スタイルの「ハウススタジオ」事業への新参入 税理士法人ピアツーピア

東北 山形県 尾花沢市 株式会社滝見館 8390001009283 カウンターダイニングによるマイクロツーリズム向けサービスの展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 有限会社サガエ染縮工場 4390002015648 ニット製品専門染色工場から絨毯製造業への事業転換 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 山新観光株式会社 3390001002169 「歩行不安」を緩和・解消するユニバーサルツーリズム事業 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社ＩＫＥＤＡ 2390001014685 ポストコロナ時代を見据えた「非接触・完全キャッシュレス型灯油宅配事業」への進出 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社長栄精密 9390001001231 精密部品加工技術を活かし半導体製造装置部品加工事業への参入 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東置賜郡川西町 有限会社保科機工 5390002014698 半導体製造装置部品への大型マシニングセンタ導入による新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 長井市 株式会社中央会館 7390001011117 ポストコロナと地方の変化、地域への恩返し、脱炭素経営への取組 山形中央信用組合

東北 山形県 米沢市 八千代田精密株式会社 6390001010268 航空宇宙部品製造技術の応用による半導体製造装置部品市場への進出 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社登府屋旅館 8390002013177 地域初！温泉熱活用サウナとサブスク型ネット通販でＳＤＧｓモデル構築事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 山形市 株式会社ジャプライズ 6390001005284 個人客向け「ペット用畳」でコロナ後のＶ字回復を目指す計画 山形信用金庫

東北 山形県 東村 有限会社渡辺製作所 1390002003374 舶用エンジン部品から半導体製造装置用アルミ単品部品製造への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社山本建築設計事務所 8390001002180 立地を活かす！憩いの場を提供する最新Ｉｏｔコインランドリー事業計画 山形信用金庫

東北 山形県 新庄市 株式会社ウェルネス新庄 2390001009009 フィットネスから健康寿命増進のための介護予防事業への展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 田村技研工業株式会社 6390001008089 半導体市場に向け工場を一新する思い切った業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 山形県 上山市 株式会社共進精機 8390001014424 産業用装置の高精密ボールネジ部品加工への新分野進出および販路開拓 米沢信用金庫

東北 山形県 東田川郡庄内町 株式会社ＵＰＳＴＡＲＴ 6390001015795 ブランド構築力を活用したホテル業への挑戦 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社庄内タイヤ 6390001007066 タイヤ保管業を通じて地域の活性化を図るプロジェクト 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 米沢市 株式会社創成電子 3390001009949 再生医療向けの細胞培養管理装置の製造事業 菖蒲　雅弘

東北 山形県 寒河江市 株式会社みずき 5390001012380 障害児を対象とした通所系事業の展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 天童市 株式会社滝の湯ホテル 9390001004424 セントラルキッチンが「旬・地域・人」を繋げるプロジェクト 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 南陽市 エニシオ株式会社 3390001011533 米粉１００％のペットも食べられるバウムクーヘンの製造・販売による新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 有限会社グロリアルプランニング・ジャパン 5390002005177 地域初！ＡＩマシーンを活用した女性専用フィットネス事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 スズモト株式会社 2390001007961 マイクロバブル関連事業への新規参入 株式会社山形銀行
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東北 山形県 上山市 有限会社メガネのスズキ 7390002006371 民生用スピーカー事業のリソースを活かしたぎょうむようアンプ事業への新事業展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 株式会社スガイ 2390001009108 特殊編み機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 山形市 武田紙工株式会社 6390001001085 先端技術を取り入れたワークショップ・多品種出力サービスで地域産業貢献企業に 山形商工会議所

東北 山形県 上山市 株式会社旅館古窯 4390001004882 温泉とカフェを融合した、東北初の日帰り温浴施設による新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社サム・コミュニケーションズ 4390001002688 ｅスポーツ施設の開設と施設メディア運営による事業再構築 山形商工会議所

東北 山形県 上山市 有限会社蔵王ウッディファーム 5390002006175 果樹園とワイナリー経営で６次産業化を推進する農業生産法人が、ヘルス・サステナブルツーリズムに取り組み、宿泊を伴う体験を提 山形県商工会連合会

東北 山形県 東置賜郡高畠町 米鶴酒造株式会社 8390001010456 酒粕・米こうじを活用した健康食品（酒粕・米こうじパウダー）の製造販売事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社セルヴァンスポーツ 5390001005590 産業医と企業間連携！ＩＣＴでメンタルヘルス事業への新分野展開 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 酒田市 株式会社菅原鮮魚 7390001006348 セントラルキッチンの開設により地産地消を実現するプロジェクト 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 東田川郡庄内町 株式会社マルハチ 7390001006843 新製法「茄子漬け」によるａｆｔｅｒコロナ時代「個食」ニーズへの新戦略 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 有限会社赤湯殖産舘 2390002014164 農業における産業用ドローンの普及に対応する新サービスの提供 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 クサカベ石油株式会社 8390001011768 高齢者の支援サービス及び不便さを解決する有人コインランドリー 山形県商工会連合会

東北 山形県 新庄市 株式会社小野銃砲火薬店 1390001015230 産業火薬ストックポイント新設によるＢｔｏＢ保管業務の展開 新庄信用金庫

東北 山形県 長井市 有限会社山形工房 7390002015018 東北産広葉樹を活用した新分野展開と破材リサイクルによる循環型社会への適応 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 東北整練株式会社 4390001009997 化学繊維を代替しＳＤＧｓに資する天然由来繊維生地の製造及び販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 有限会社佐藤工芸 1390002005453 ライブコマース販売と体験型木工施設の建設によるコト「新しい体験」とトキ「特別な時間」の提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社フルーツ農園大泉 1390001013085 ワイン醸造と受託醸造サービス事業の新構築 丹野　覚

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 有限会社ナカヤマ製作所 6390002015183 高精度深穴加工の実現によるＰＣＲ検査等医療用機器部品の製造 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 株式会社手塚建材 9390001011123 地域の自然を活かした花公園及びレジャー施設整備による砕石事業跡地の再活用 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村 株式会社アサヒ技研 2390001012177 ファイバーレーザー加工機導入による新分野への参入 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 株式会社エツキ 3390001009081 印刷機からＮＣ加工機に新分野展開、技能五輪と半導体製造装置需要に合わせる 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 山形食品株式会社 5390001010698 ペットボトル飲料市場の容器需要の変化による製造業態の変更 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ブライト 7390001012379 居酒屋事業から蕎麦事業への合従連衡によるシナジー効果 都筑　正之

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 新輝産業株式会社 5390001011630 地域資源（間伐材・支障木）の再利用によるＳＤＧｓの実現に向けた新分野展開 山形中央信用組合

東北 山形県 山形市 株式会社アスク 6390001000095 海外子会社を活用し、インド市場をターゲットとした加工食品及び日本酒等の貿易業務展開 株式会社荘内銀行

東北 福島県 喜多方市 株式会社曽我製麵 6380002034936 老舗製麺会社が挑む新商品「冷凍ラーメン」の開発・製造・販売。 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 丸善運輸株式会社 5380001001657 土木工事・解体工事・運送事業からポリウレア防水塗装事業への取り組み 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 株式会社ＧＯＴＯＫＵ 9380001027327 和食の技術と低温調理法を用いた高品質ハンバーガーによる移動型テイクアウトショップと通信販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社ｔｉｐｕ 7380001028442 コワーキングスペース「ティプ」を活用したテイクアウト・デリバリー・ＥＣ事業 松﨑　陽一

東北 福島県 福島市 ３６ ｂａｒから焼肉屋への挑戦！～食から始まる福島の街の活性化へ～ 日本みらい税理士法人

東北 福島県 いわき市 株式会社矢吹量一酒店 6380001014022 酒屋内で角打ちのできる新業態カフェ！日本酒と福島の魅力を再発進 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 株式会社大平 7380001013262 明治時代から続く伝統のカステラ製法を活かしたどら焼きの開発と販路開拓 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 株式会社順風舎 7380001022809 地域活性化に一役買う不動産事業とコミュニティスペース事業 鈴木　憲司

東北 福島県 郡山市 合同会社一縁 3380003004494 着物サブスクリプション事業による若年層の獲得と顧客増加 株式会社東邦銀行

東北 福島県 白河市 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 6380002018773 健康重視！コロナ対策！ロハス体験プライベート・オートキャンプ場 白河商工会議所

東北 福島県 耶麻郡西会津町 ＫＵＲＡ． 飲食業から宿泊業へ！古民家リノベーションによるホテル事業展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社笑味風 7380001010045 福島と沖縄の果物を使ったフルーツ文化の創造と交流事業の新規展開 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 須賀川市 須永優太 現役競輪選手監修“バーチャルサイクリング”フィットネス・サロン 白川　淳一

東北 福島県 白河市 有限会社幸栄 2380002017754 ブロックチェーン技術を活用したＮＦＴアートやデジタルコンテンツの開発 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社アールアンドエヌ 1380001030222 アプリを用いた運転代行手配事業 添田　大輔

東北 福島県 白河市 ロッキシステム株式会社 4380001010477 ものづくり大国の復権へ！試作レスによる国内製造業の競争力強化 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 洋食居酒屋Ｋａｎｎｏ レストランのノウハウを活かした洋菓子販売およびテイクアウト対応 髙司　浩史

東北 福島県 会津若松市 ＤＵＢ　ＤＥＳＩＧＮ コロナ禍におけるグッズの内製化事業 会津商工信用組合

東北 福島県 二本松市 株式会社大洋メンテナンス 9380001009952 仕入れの強みを活かした新鮮魚介類の卸売・小売業への業種転換 二本松信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社ガンマーサード 3380001004158 古民家レストラン 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 福島市 株式会社東北寝装開発センター 7380001000954 高品質な睡眠を提供できる、工場直販の「寝具小売店」開店計画 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 株式会社亀岡工務店 6380001000352 福島から世界へ！欧米豪への日本庭園付き古民家輸出プロジェクト 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社高橋庄作酒造店 5380001030177 会津娘が挑む　酒粕に新たな価値を見出す純会津産和リキュール 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社あいづ換地事務所 7380001018237 ドローンを用いたスマート農業支援サービス 大堀　英一

東北 福島県 会津若松市 株式会社飛鳥 2380001018217 自家源泉高級湯治宿∔新感覚水辺のダイニング＆ワーケションスペース『ＫＡＷＡＤＯＫＯ』事業 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 株式会社朱禧 7380001013650 震災より１０年いわき・湯本に食をテーマに「仕事」の宿を新展開 株式会社リョケン

東北 福島県 郡山市 株式会社トクボー 6380002015449 地域住民の安心安全な生活を担保するアスベスト除去工事への進出 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 シオヤユニテック株式会社 6380001003363 高精度・高機能ベンダー導入による精密板金事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 田村 株式会社コスモコーポレーション 5380001007844 小型の化粧品製造容器製造から、消費財メーカー向け中型の日用品雑貨類の製造への取組み 山子　顕

東北 福島県 福島市 株式会社民報印刷 3380001001691 紙媒体と相乗効果を生み出す動画作成・編集の新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社スタジオレック 4380001005568 テレビＣＭ制作から４Ｋ映像による自治体ＰＲ動画制作への取り組み 山子　顕

東北 福島県 須賀川市 茜精密工業株式会社 3380001011121 ロボットによるワーク脱着の自動化で実現する価格競争力の向上およびプーリー製造への新規参入計画 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 郡山市 株式会社丸戸産業 3380002012416 工場の一部撤去によるこだわりの精肉店事業への展開 滝田　薫
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東北 福島県 伊達郡川俣町 有限会社せっけんや 7380002005754 町の電気屋さん復活プロジェクト！新店舗開設による家電のお困りごと解決事業 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 株式会社東工業 2380002018934 「ハード×ソフト」の融合が生み出す“スマート溶接”の実現化！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社タクシン 5380001014254 『複合加工機による医療装置部品加工』精密製造技術を生かした製造業総合プロデュース企業へ転嫁 株式会社福島銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社ワイエムシステム制御 4380002013082 自社工場の立ち上げによる付加価値の高い制御盤の開発と市場開拓 滝田　薫

東北 福島県 喜多方市 株式会社ハート・プラザ 9380001021362 ケナフ由来のセルロースを使用したバイオプラスチック分野での新事業展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 有限会社まるい 6380002003478 企業連携による未利用魚を活用した水産加工レトルト・瓶詰商品の製造販売 福島信用金庫

東北 福島県 会津若松市 株式会社会和工務店 8380002030982 仮設リース業への参入・規模拡大による地域建設業の再構築 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 有限会社チューダー 9380002024843 いわき市内初！麻雀店＋脳トレ（健康まあじゃん）を活用したデイサービスセンターの連携事業構築 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社ランプハウス 8380001003700 「協働ロボットを活用した装置」の事業化 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 福島市 株式会社イーストプロジェクト 6380001019517 ウィズコロナを見据えた「地産地消お惣菜カレー専門店」への転換 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 二本松市 株式会社糀屋 2380001009380 安達太良高原の湧水池と大草原を貸切り、アウトドア体験とハイクラスグランピング新事業 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 福島市 株式会社アポロガス 9380001000110 アポロハウジング（バーチャルモデルハウス）新設事業 御堂筋税理士法人

東北 福島県 白河市 有限会社さとう総合印刷 4380002017810 関連会社との　組織　再編　を伴う新たなニッチ事業への展開 白河商工会議所

東北 福島県 福島市 有限会社夢形 8380002004573 中古車販売の地域Ｎｏ１事業者がストックビジネス化へ挑戦 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 株式会社アクアマリンパークウエアハウス 8380001014697 食のローカルブランドメーカーへの新分野展開 いわき信用組合

東北 福島県 いわき市 株式会社光守興業 6380001015020 地域初！薄物・小物溶接ニーズに、レーザー溶接機導入で高付加価値溶接体制を構築 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 有限会社安彦染工場 8380002000275 縫製工場の新設および衣料品等製造販売による新分野展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社ひまわり交通 9060002015701 地域に健康と清潔をお届けするクリーニング配送事業 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 いわき市 桜電設株式会社 1380001026360 【ウィズコロナに即した「省エネ×ＩＯＴ活用×災害対策」コインランドリーへの展開】 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

東北 福島県 いわき市 ＩＷＡＫＩ　ＣＡＬＬ株式会社 4380001027637 地場生産物を食材とした焼き菓子と総菜製造販売のための工場整備 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 田村市 株式会社ＪＡＳＴ 8050001024928 都市再開発や国土強靭化を支える新型地中障害撤去装置の開発 東　幸洋

東北 福島県 白河市 グローリッチ合同会社 4380003003470 糖度２６のイチゴスイーツ＆農園と自然の新・体験型テーマパーク 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 西白河郡西郷村 有限会社オートクラフト草野 5380002019491 自動車産業資源のリサイクルを通した循環型自動車解体事業への再構築計画～動脈産業から静脈産業への転換～ 福島県商工会連合会

東北 福島県 南会津郡只見町 株式会社会津工場 7380001019111 ＦＣＤ精密鋳物を活用した実装ロボット用部品の製造 株式会社東邦銀行

東北 福島県 耶麻郡磐梯町 有限会社ダイケン精機 8380002032293 業態転換による車体部品用金型制作 会津信用金庫

東北 福島県 伊達市 有限会社カート 9380002007006 次世代自動車対応車検・整備センター開設による事業再構築 株式会社大東銀行

東北 福島県 郡山市 トレーディングフーズ郡山有限会社 7380002011100 ブランド肉でつくる高級ペットフード製造販売事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 伊達市 玉鈴醤油株式会社 5380001003125 発酵ＬＡＢＯスペースを新設し、老舗醤油屋が発酵食品ＯＤＭ市場へ本格参入！ 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 西条タクシー株式会社 2380001006097 雨ニモマケズ！全国初、タクシー会社がナポリピッツァをご家庭にお届け！ｉｎ　郡山 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社草野測器社 9380001000416 デジタルトランスフォーメーションによる新たな道路維持管理システムの確立 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 相馬市 有限会社ケントレーディング 5380002028328 食に関するノウハウも活かした体づくり「フィットネス事業」への挑戦 相双五城信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社岩村製餡工場 2380001017268 １００年続く老舗製餡メーカーによるＢｔｏＣへの挑戦 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 喜多方市 橋谷田商店 ニッチな小ロット生産の食品加工業による事業再構築 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 有限会社高橋工業所 6380002002133 加速する５Ｇ／６Ｇに対応する高精度金型市場へ参入 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 ふじや食材有限会社 2380002003060 冷凍めんの製造 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 相馬市 株式会社スター精機 5380001015896 新規開発製品を自社製造製品化に対応するための工作機械導入 株式会社七十七銀行

東北 福島県 喜多方市 株式会社プロジェクト会津 2380001022342 農業副産物のもみ殻を原料とする植物由来シリカの製造販売事業 株式会社福島銀行

東北 福島県 双葉郡浪江町 株式会社マツバヤ 6380001016712 国産品、福島県産品素材にこだわった女性向けアンチエイジング事業で地域活性化 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 株式会社アストラ 5380001000064 ＩＯＴ機能を備えた新型フルーツ皮むき機を開発，レンタル事業 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 ライフタイム株式会社 4380001028172 地域高齢者のクオリティオブライフを支援する　コミュニティカフェ付き宅食事業 タスキー税理士法人

東北 福島県 白河市 有限会社キャロット 5380002019442 サブスクリプション型洗車場展開における車のトータルサービス事業 菊地　宏幸

東北 福島県 郡山市 ワンズカフェ キッチントレーラーによる健康をテーマにしたランチ提供事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 相馬市 株式会社鉾建仏光堂 1380001021477 新型コロナで変容したニーズに対応する「ハイブリッド葬儀」 櫻井　康博


