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事業再構築補助金　第４回公募　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 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 上北郡おいらせ町 有限会社オッシュ 9420002018130 衣料品のＯＥＭ製造から自社ブランドの企画開発小売へ事業転換 クレアスト株式会社

東北 青森県 十和田市 株式会社十和田ポニー温泉 3420001012131 コロナ禍終息後に向けたＲＶパーク事業とコインランドリー事業 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 弘前市 ティーアンドコーヒーカンパニー クラフトコーヒーの製造とＢｔｏＣ販売への業態転換 株式会社秋田銀行

東北 青森県 青森市 アヲモリカフェ 高級クレープのテイクアウト専門店およびオンライン販売によるＶ字事業 本澤　智

東北 青森県 弘前市 合同会社ホワイトベア 8420003002209 青函ブランド昆布ダシの自動販売機による販路拡大事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 青森市 くどうファーム 稲作農業に工業を組み合わせることによる　付加価値・競争力向上新事業 福士　一

東北 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 有限会社マルヨシ木村商店 8420002003265 津軽・ひろさきの特産を活かした“美味しさ”を届ける弁当事業 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社エース塾 5420001000539 「探究学習」と「習い事」のできるアフタースクールの新規開業 青森商工会議所

東北 青森県 三沢市 有限会社第一商事 9420002017743 室内ゴルフ練習場で快適練習、ナイスショット連発でコロナに打ち勝つ、人も会社も健康第一 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 株式会社石生企業グループ 5420001006016 民間車検場新設による中古車販売に依存した収益構造からの脱却 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社山本工業 8420001002128 循環型社会実現に向けた解体工事における杭抜工事事業への進出 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 株式会社佐々木商会 6420001005891 時代が求める健康志向・安全性志向の食パン専門店を構築する 株式会社エモーサル

東北 青森県 むつ市 自然食ねっと株式会社 4420001014135 有機ＪＡＳ野菜によるカット野菜市場への新規参入事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 弘前市 株式会社千葉商会 2420001009228 高度なファイバーレーザ切断加工機を活用して、架装車両市場へ参入する。 柏　秀人

東北 青森県 十和田市 株式会社ヨコサワ 9420001011895 高精度加工技術獲得による農機具部品製造業から半導体関連事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 青森県 弘前市 株式会社栄研 7420001010833 完全栄養食品の製造と冷凍食品通販事業への挑戦 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 八戸市 かねご製＿株式会社 4420001005737 ＦＳＳＣ２２０００マネジメントの手法に則った１．５次産業の再構築　及び　食のＤＸトレーサビリティの取組み 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 五所川原市 株式会社プラス・ワン 3420001013212 次世代に向けたデジタル技術を活用した認証整備工場の新設で新規顧客の開拓 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 五所川原市 エクトム株式会社 8420001007960 農業残渣のもみ殻を用いたバイオマスボイラーシステムによる新分野展開 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 弘前市 有限会社京屋クリーニング 4420002013103 衣・住のクリーニングを２４時間提供！地域に安心と利便性を 株式会社匠コンサルティング

東北 青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社ｍｉｚｕｉｒｏ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 4420001010150 ４００年の歴史ある温泉街の活性化を目指したグランピング事業 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 五所川原市 有限会社エーアール 9420002010970 津軽エリア初！コワーキングスペース併設の長期ワーカー向けホテルの新設 小山内　明正

東北 青森県 青森市 株式会社ＫＩＤＳコミュニケーション 1420001004997 非対面型オンライングローバル英会話スクール×キャリア教育事業への業態転換 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 むつ市 有限会社大畑マツダ 3420002019340 災害対応型コインランドリーの経営と併設するクリーニング店の経営 株式会社青森銀行

東北 青森県 むつ市 有限会社サンマモルワイナリー 5420002019982 ジャパニーズブランデーのブランド確立を目指した青森県産ワインを原料とする地ブランデーの製造販売 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 六花酒造株式会社 3420001009607 ウィズコロナ時代を生き抜く、新たな販売チャネル構築と地域観光の復興 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社ラビプレ 9420005005506 化粧品事業から植物由来乳酸菌を活用した健康食品用原料管理業者への事業転換 青森県信用組合

東北 青森県 青森市 有限会社ツルヤ 1420002002026 洗濯代行サービス市場への新規参入 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社リンクモア 6420001000059 コロナ禍と高齢多死社会に対応した新たな遺体預りサービス「エンバーミング対応型遺体ホテル事業」 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社サカモトアクエア 6420001005900 加工管製造に進出しライフラインと管工事業のトータルサポーターを目指す事業 青い森信用金庫

東北 青森県 三戸郡階上町 有限会社マルタマ横道商店 6420002009520 実入りの悪いウニを活用した循環濾過流水水槽による畜養活ウニ加工品の製造販売 青森県商工会連合会

東北 青森県 八戸市 株式会社アップワード 8420001007713 ＶＲ技術を活用した「体験型」厨房機器提案サービスの構築 畑中　千恵子

東北 青森県 青森市 青弘商事株式会社 3420001001167 大規模畜産業グループによる米卸業のＭ＆Ａと飼料用米販売分野への新展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 十和田市 有限会社力石測研 5420002017144 最先端機器フル活用！点群活用普及サービスで地方のデジタル化促進！ 青い森信用金庫

東北 岩手県 北上市 原口典之ＷＯＲＫアーカイブ合同会社 7400003002649 美術作品修繕事業から美術館運営管理事業への業種転換 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社地熱染色研究所 5400001004145 地熱で作るドライフラワーで地域と環境に貢献し続ける事業体へ！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 新高電気株式会社 4400001005400 ノンキャリアが創り出す電気工事の新たなイノベーションモデル 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 ＨＲＤ合同会社 1400603000306 建設業・飲食業からシミュレーションゴルフ事業への転換による事業再構築 奥州商工会議所

東北 岩手県 遠野市 民宿とおの オーベルジュ「とおのや　要」の味を伝えるため飲食事業へ進出！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 株式会社シリウスＥＨＣ 2400001005088 安心保証付中古住宅リノベーション事業でコロナ禍を乗り越える 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 コスモ・セブン株式会社 2400001003769 警備業を通じ地域雇用、地域経済の活性化を目指すとともに自社の事業再構築を図る Ｒｉｔａ税理士法人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社エイチエスカンパニー 1400001015419 フレンチで地域イノベーション非対面型のビジネスモデルの構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社水沢米菓 6400601000550 米菓にこだわらない洋菓子タイプの新製品の開発による事業再構築 奥州商工会議所

東北 岩手県 北上市 美容室ｍｉｔｅ 脱毛サービス店の新分野展開 北上商工会議所

東北 岩手県 奥州市 岩手協和食品株式会社 1400601000555 新製造方法であるカールスライスカットを活用した新商品開発 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 花巻市 わかば酒店 「造り手とお客様を繋ぐ」酒屋の飲食・イベント事業への参入 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 ＢＯＵＮＤＣＯＦＦＥＥ テイクアウト主体の飲食業態への転換で新たな客層を獲得 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 有限会社山留 3400002003511 新たな業態店の開設による新分野進出で新規顧客層を獲得 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 Ｈａｋｕ 夜のスナック事業から、昼夜営業の蕎麦屋事業へ事業転換計画 川村　幸子

東北 岩手県 奥州市 合同会社フローラ・サクラサワ 4400003002404 ブリザーブドフラワー等加工花の製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 岩手県 気仙郡住田町 カワグチ内装 革新的な新製品の開発及び生産環境の整備による販路開拓 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 互光商事株式会社 4400001003767 商社からの脱却を目指して川上事業を内製化、総合防災事業会社として進化を目指す事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 有限会社サン・システム 2400502001123 脱炭素社会実現に向けた、電気自動車用蓄電池部品製造への新規参入 税理士法人タカキ会計

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 湯本温泉旅館　一城 非接触を基本とした個人空間と地域資源を活かしたサービスの提供 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 北上運輸株式会社 2400001005914 危険物倉庫新設・在庫管理システム導入による半導体産業への参入〜産業貢献 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 岩手熊さん株式会社 5400001000136 冷凍自動販売機事業進出によるウィズコロナ時代への対応 北川　和宏

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＴＯＮＡＮ 7400001013557 訪問理美容サービスのマッチングサイト作成と運営による市場創出事業 株式会社岩手銀行
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東北 岩手県 奥州市 株式会社長壽屋 4400601000437 ピザ・スパゲッティ専門店からゴルフシミュレーター事業への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社根岸工業所 9400601000804 多品種少量品・特殊鋳物などの高付加価値製品への業務転換事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 岩手郡葛巻町 株式会社ホリバ電工 1400001005048 岩手県盛岡市川目十五地割の自然を活かしたペットホテル開業計画 株式会社エフアンドエム

東北 岩手県 遠野市 有限会社安部商店 3400002010185 セントラルキッチン方式導入による少量多品種ラム肉加工品の製造 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 株式会社文化タクシー 4400001005433 「岩手県初の地域ど密着型コールセンター」を提供する新分野展開 花巻商工会議所

東北 岩手県 奥州市 株式会社サンアイ精機 6400601000798 モールディング装置用金型製造に用いるマグネットチャック製造への新規参入 牛腸　真司

東北 岩手県 花巻市 株式会社協和製作所 9400001005271 調剤薬局用機器向け精密金属部品製作のためのプレス技術革新事業 花巻信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社熊ヶ井 5400002001059 コワーキングスペース付古民家喫茶店での癒し空間創出 株式会社青森銀行

東北 岩手県 盛岡市 一般社団法人スポーティブ岩手 2400005007915 強みを活かした取組による新たなバイクショップ経営で事業再構築を図る 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町 筑波重工株式会社 4400001008642 林業特化型「車高調整式下草刈り機」による林業機械市場への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 賢治の土株式会社 8400001003490 生野菜感覚で手軽に食べられる”高品質冷凍野菜”の製造販売 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 宮城開発株式会社 7400001001529 おもてなしの大転換！　非対面・非接触の安全・安心な宿泊の実現 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社ジェイ・パック化工 2400501000687 持続可能で安全性が高い環境商品「竹炭箸」を製造・販売する事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 紫波郡紫波町 廣田酒造店 搾りたてのフレッシュ感を長期持続させる日本酒缶の開発による国内外の家飲み需要開拓 盛岡信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 株式会社環境整備 6400001000960 産業廃棄物のリサイクル向上による脱炭素・ＳＤＧｓへの取り組み 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社サンセイ・イサワ 3400601001114 プレス金型用精密パンチ製品の開発による機械式腕時計市場への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 ＵＤトラックス岩手株式会社 3400001003801 トラックの全てを任せられる企業への変革！板金・塗装の内製化 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社ダイニング 5400001012981 飲食業のノウハウを活かした水産物加工・卸、小売部門への展開 宮古商工会議所

東北 岩手県 北上市 株式会社ベストラン 8400001006527 運送会社の事業経験を活かした自動車整備事業への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 大船渡市 森下水産株式会社 2402701000228 常温品対応設備及びレトルト殺菌装置導入によるエビパスタソース製造への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社南部美人 8400001007847 老舗日本酒蔵による世界が求めるジャパニーズウイスキーへの挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社アイ 2400001008256 雑貨サブスクリプション付自動車リース事業による女性活躍社会への貢献 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 大船渡市 吉浜食堂 テイクアウト専門の弁当惣菜店の開業で外食から中食市場へ進出 工藤　健人

東北 岩手県 宮古市 有限会社伊藤総業 1400002010501 リサイクル砕石の製造、販売へ進出 株式会社東北銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 株式会社東北正栄 4400003000936 １パレット引き受けを可能とする倉庫サービスの新規展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社五六堂印刷 8400001000587 日本中の飼主に愛犬の似顔絵×プリントで笑顔と癒しを提供する 佐藤税理士法人

東北 岩手県 久慈市 有限会社いずみ 1400002012729 縫製の高度技術を生かし、着物リメイクによる日本伝統文化・久慈ブランドの世界発信 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社いわて金型技研 9400001006435 宝飾用粉体成形品の素材製造事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町 株式会社ミナミ食品 6400001008186 地域、企業、消費者をつなぐ岩手発のライフスタイルブランドの創出 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社アクト・ディヴァイス 7400001000051 ４Ｋ・８Ｋ及び５Ｇ通信対応オンライン配信向け照明・音響サービス事業展開 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＫＲＳ 7370001018519 東北初カプセルホテル複合型セルフサロン事業 株式会社レイルコンサルティング

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 有限会社橋本水産食品 5370502001033 特殊冷凍技法を用いた冷凍の海鮮丼の製造販売事業 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社スタイルスグループ 5370001011483 生産者と連携、市街地エリアにおける飲食店での菓子製造施設創設 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＳＧＣ 3370001041375 スピード対応可能な消毒業者への新分野展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 ヒロキカク チェロの個人オンラインレッスン・レンタルスペース貸出・楽器販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＰＲＡＹ 5410001007782 医療・介護保険だけに頼らない脳卒中後遺症の方を中心とした保険外リハビリの構築 株式会社北都銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ａｘｅｓ　ｅａｒｔｈ 1370001039751 手羽先のＥＣ販売を日本全国に展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社アイワ 4370001023513 産業用ドローンを活用した農薬散布、測量等の新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社クレセントグース 3370002017416 大自然の中でおしゃれなサウナ施設と本格的なサウナグッズの提供 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社八巻工業 7370001024376 持ち帰り唐揚げ専門店出店により、アフターコロナの中食需要を獲得 後藤　公平

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｆｉｎａｌｌｙ 2370001021246 メンズ美容をもっと身近に！メンズ脱毛を主とした『総合理美容サロン』の展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 居酒屋ノボル 女性バリスタが営む高付加価値の子育て支援カフェ 税理士法人漆山パートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 スワロウネスト　ビストロサンドイッチ 地域密着型とオンライン授業を兼ね備えた幼児用設備施設改修と住宅宿泊業からモンテッソーリ英会話教室へのハイブリット事業転換 影山　正雄

東北 宮城県 仙台市宮城野区 らいふパートナーズ株式会社 2370001043471 『脅威を機会へ〜コロナ時代に負けない新しい取り組み〜』 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社矢三朗 5370001019907 絶品！藁焼き居酒屋による焼き鳥のテイクアウト販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社かとう精肉店 6370001007563 ３代目ｗｉｔｈコロナへの挑戦！老舗ブランド力を活かした「かとう精肉店」の新分野展開 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ブレイン 9370001008105 東北の産業振興に貢献する　ビジネスマッチとＥＣプラットフォームサービス 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 伊具郡丸森町 武藤造園株式会社 9370101001083 リモコン式草刈機による除草業務の企業連携構築と共同設備利用事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社とんがらし 9370001041774 焼肉等の肉料理専門店の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 登米市 有限会社きけがわ仕出店 3370402000070 ポストコロナに対応した少人数会食とテイクアウト事業への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 伊具郡丸森町 株式会社ＧＭ７ 3370001042992 「プロテインジェラート」の製造開始とＥＣサイトを活用した販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社エフケイプラン 3370001038883 仙台のモツ煮込み専門店がセントラルキッチンを立ち上げ全国宅配事業へと転換。 ＷＡＫ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｌｅａｄ　ｉｎ　Ｆａｓｈｉｏｎ 3370001039989 商業施設における体験型のイベント業・店舗ディスプレイ業への転換事業 土門　希望

東北 宮城県 仙台市青葉区 元気と情熱株式会社 3370001017350 冷凍からあげで新たな販路を開拓 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 東松島市 加藤製作所 大量生産機械導入による、エコカー関連品製造事業への事業転換 石巻信用金庫

東北 宮城県 柴田郡柴田町 有限会社冨樫運輸 3370102000453 宮城県角田市での日帰り温泉施設運営による地域貢献計画 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市青葉区 東日本チェスコム株式会社 1370001009952 ＩＴ通信機器販売会社がグリーン成長戦略での企業向け対策を支援 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ホンテック 8370002017056 半導体関連製造装置の大型精密機械部品製造による新分野展開 株式会社七十七銀行
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東北 宮城県 本吉郡南三陸町 株式会社佐藤鉄工所 3370501000566 町に元気を！海と人とを繋ぐマリン交流スペース創出事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 東仙ハウジング株式会社 9370001021561 リノベーションと新築の相乗効果による生活空間価値向上事業の再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社ＭａｎｄＴ 3370001043578 大型プロジェクト依存から脱却し基礎・足場・塗装一貫受注による一戸建て住宅建築効率化への貢献 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 大崎市 有限会社長岡精密 2370202000833 精密平面研削盤のデジタル化と自動化による精密半導体部品製造への参入 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 東松島市 矢本重機興業株式会社 7370301001372 上部障害クリア工法の導入による維持補修・耐震補強工事への参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アネスティ 2370001012939 新技術による杭抜工事に挑戦し、進む老朽化建築物への対策に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＧＥＮ 4370001017424 パチンコ店からととのう温浴施設へ　愛子天空の湯そよぎの杜開業 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社燦燦園 5370801001543 高級完熟苺の生産者がフードロスゼロを目指す食品製造業へ本格参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 合名会社寒梅酒造 9370203000058 「宮寒梅」の副産物と宮城県産物を取入れたオリジナル菓子の製造と販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社みやぎ葬祭 1370002017491 直営会館を新設！小規模葬儀（家族葬）に特化した葬儀社へ転換！ つばさ税理士法人

東北 宮城県 石巻市 株式会社セーフティー 4370301002183 海産物卸売業から海産物製造業への転換で三陸の漁業者と共に生きる 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社ホームクリエイティブ 5370002004734 移動式破砕機の導入による土木・解体工事業者のリサイクル展開事業 協同組合さいたま総合研究所

東北 宮城県 名取市 有限会社まるしげ 6370802000618 地元食材の調理技術や取扱ノウハウを活用した「加工食品製造業」への業態転換計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 伊達舞合同会社 1370003005058 介護業界の常識を変える、ＩＴを活用した介護事業への参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ティー＆ティーフーズ 3370001022813 個別包装による出荷体制整備を通した一般消費者向けＥＣ販売への新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 有限会社よしかわ 1370202004538 ドンディ社製イタリア産生地を使用したオリジナル婦人服のＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 富谷市 株式会社クリーンライフ 2370401000667 圧縮固化設備の導入によるリサイクル固形燃料ＲＰＦ製造への転換 協同組合さいたま総合研究所

東北 宮城県 気仙沼市 三陸フィッシュペースト株式会社 2370001042176 地域の低利用資源を活用した人もペットも食べられる商品開発事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ヘアアトリエニコ 家族の一生の記念を大切にする。美容室が行う個性を活かしたフォト事業
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐ

ａｎ

東北 宮城県 富谷市 株式会社ＰＩＣＳＩＳ 1370001017922 金属基板加工技術によるＥＶ向け電子回路板搬送治具事業への参入 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 気仙沼市 三陸飼料株式会社 1370501000238 サメの肝臓より健康食品向けの肝油精製を行い、健康食品市場に挑戦する 株式会社日創パートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社バウ 7370001022314 リフォーム修繕の経験を生かしたアパート建設でニッチ市場を開拓。 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社石川建創 9370001031437 地域密着型飲食業への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 有限会社和食味処宮寿司 9370102002221 蔵王の大自然の中、グランピングで豪華で安心、安全な時間を提供する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 合同会社仙台洋酒販売 1370003003474 ソムリエが手掛けるカフェ併設ワインショップ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ハイパーグラフィック株式会社 6370001014428 【北蔵王麦酒】クラフトビール製造販売・ブランド化事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 柴田郡川崎町 株式会社坊源 5370101001707 ペットも主役になれるグランピング宿泊プランの開設 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 亘理郡亘理町 東北セラミック株式会社 3370801000571 セラミックス機構部品製造からセラミックス機能性材料「シンチレータ」製造への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社大内金英堂 3370001007376 「漢方薬×鍼灸による健康サポートサービスの提供事業」 有限会社まる進

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社共友工業 5370001018751 事業再構築補助金によるＸＹ移動式コンクリート撤去工事参入計画 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 ＡＳＩＡ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ株式会社 5370001044673 卸売業から製造加工業へ！マイナンバー・ＳＤＧｓを商機にした業種転換の実現 株式会社ＧＩＭＳ

東北 宮城県 名取市 株式会社和泉建設工業 5370601003351 環境に考慮した、革新的医療産廃処理事業への新分野転換 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社安部自動車 7370001000402 コロナ禍に対応、外食店による中食への参画、コッペパンを製造販売 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社ワンアベニュー 8370002014251 医療依存度の高い要介護者が安心して暮らせるサ高住の運営事業 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社日本消火器管理センター 5370001011194 防災、環境でニーズがあるさく井事業に家庭用消火器販売から参入 田中　宏司

東北 宮城県 多賀城市 株式会社多賀城フラワー 8370601002342 最新型粉骨機と船舶による海洋散骨サービス構築を通した業態転換 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＣＡーＳＨＩーＬＡ整骨院 セルフエステの開業による、“治療”から“維持・向上”へのサービス拡大 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社パリーネ 9370001019432 街のスナックから大変身／「ゆとりカフェ」による新空間サービス 仙南信用金庫

東北 宮城県 牡鹿郡女川町 株式会社オカショウ 2370301000296 鮮魚卸売業の冷凍設備導入による新商品「冷凍フィレー」で業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 マルチプライ株式会社 1370001002239 建物総合管理業（マルチプライ）を通した「食」・「住」一貫型食品製造販売事業 成瀬　廣

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社ＴＭＣ 2370801001546 切削・研磨加工を合わせた複合加工によるプラスチック金型部品の加工 北浜グローバル経営株式会社

東北 宮城県 石巻市 株式会社丸ほ保原商店 9370301001180 国産めかぶに高い付加価値を付け、新たな市場へ展開する為の取組 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 有限会社阿部善建業 2370602000111 温泉地にある資材置き場をキャンプ場として再活用 古川信用組合

東北 宮城県 黒川郡大和町 ウィンスト合同会社 4370003003661 仙台から始まるさつまいもを使った専門スイーツ事業「おさつ物語」 木村　兼作

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社福祉工房 6370001011474 福祉サービス事業者への課題解決ワンストップオンラインサービス事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社佐藤建業 8370101001233 地域資源の有効活用により有機肥料のペレット化とＩＴを活用した農業生産サービスへの展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 気仙沼市 株式会社サンフーズ気仙沼 8370501000644 魚卵製品加工製造への事業転換に際する設備投資 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 大崎市 東北秀光建機 ドライブスルー型、健康診断！非接触、作動油分析と作動油洗浄事業。 古川商工会議所

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社菅野食品 5370201002134 「創業１００年目の大改革」地元製麺業が１０１年目の主力商品を造る 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社フラワード 2370002001627 「冷蔵ショールーム」「ドライブスルー」「花スタジオ」等の新たな生花販売事業による新規顧客の獲得 株式会社山形銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社一閃閣 6370001021267 低糖質で健康に良い「オリジナル豚骨ラーメン」通販事業への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＢＩＧ　ＦＲＯＮＴ 7370001043161 「憩いの場」となる介護予防デイサービス事業所を開業 ベンチャーパートナーズ株式会社

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社オークジャパン 4370001007383 ＳＤＧｓノウハウを活かし、ビジネスゲーム型のＤＸ研修事業に転換 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市青葉区 ｐｅｓｃａ株式会社 9370001021017 感染症拡大対策を徹底した総合美容シェアサロン 日向　雅之

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＧＣ－Ｌａｂ 3370001044361 焼肉店の経営資源を活用した通販事業及びシェアスペース事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 Ｆ＆Ｄ行政書士法人 2370005010162 ＩＴを活用した『完全非対面型』相続業務による顧客満足度の向上とＦＣ展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 石巻市 宏和機工株式会社 7370301001471 キルンタイヤの平滑化業務の技術支援サービス 石巻信用金庫
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東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社いぶき 1370001016602 ナノファイバー研究推進によりナノファイバー技術のリーディング企業へ 株式会社三井住友銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社かね久 6370601003318 冷凍食品自動販売機「仙台パン粉食堂」導入による新ビジネスの展開 旭日税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社鯛きち 4370001039617 こだわりの自家製あんを使用したあんベーカリーカフェによる新規市場開拓 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社門馬商店 7370002013849 肉の目利き！食肉のプロが手がける肉製品製造・販売を行う事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社ＳＴＩミヤギ 3010401121309 家飲み需要拡大に対応するための高級志向おつまみ商品開発事業 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社グッドラックエンタープライズ 7410001003648 タクシー事業で培ったホスピタリティを活かす居宅介護事業への進出 座間　裕史

東北 秋田県 大仙市 有限会社ＢＲＡＩＮ 5410002012071 秋田オリジナルのブランド麹「あめこうじ」を活用した『健康スイーツ』で食品製造販売業へ業種転換 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 鹿角市 小伸製作所 人材不足を解消する新しい働き方の実現による事業の拡大 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 秋田県産株式会社 5410001000242 第３の事業部として、新たに”総菜事業部”の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 能代市 株式会社ヨツヤ 2410001007018 お客様が続々リピート！最先端技術を導入した有人コインランドリー 株式会社北都銀行

東北 秋田県 仙北郡美郷町 株式会社高橋酒造店 5410001008005 シンガポールアンテナショップを通じた海外消費者への直販体制構築 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社タカコーポレーション 1410002002398 東京で秋田名物：稲庭うどんを味わえる新規事業展開計画書 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社関根屋 4410001001480 最新技術で冷凍した駅弁で秋田の魅力を全国に発信 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 秋田市 ＢＵＩＬＤＡ合同会社 9410003003198 クラフトビールに特化した酒販併設のデリカテッセンで新分野へ挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 Ｄｅｆｉ ステーキレストランから食肉卸事業への業種転換と余剰食肉の課題解決 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 ｎｏｎ代行 運転代行業からロードサービス＋ドローン活用による業種転換 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 加藤工業株式会社 4410001011018 建設業から地域密着のキッチンカー・テイクアウト事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 センターフィールド株式会社 7410001009554 美容サロン向け研修事業と人材紹介サービスおよび訪問美容の展開 一般社団法人経営革新協会

東北 秋田県 秋田市 北日本コンピューターサービス株式会社 3410001000946 対面ビジネスからオンラインビジネスへの転換 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 男鹿ジャン 男鹿の飲食店から心機一転、仙台市内での惣菜店への事業転換 有限会社まる進

東北 秋田県 大館市 東光鉄工株式会社 5410001006074 市場が大きく拡大する洋上風力事業へ参入 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 戸田鉄工株式会社 6410001006073 脱炭素社会に貢献する洋上風力発電における機械部品加工技術の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 ＦＬＡＬＵ株式会社 6410001004449 高濃度ビタミンＣ誘導体美容液の製造およびＥＣ販売への業種転換 秋田商工会議所

東北 秋田県 仙北市 有限会社永山工務店 7410002012697 障がい者グループホーム整備を通じた、三方（入居者、地域、当社）良しの地域経済循環事業 株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング

東北 秋田県 能代市 北嶋鉄工株式会社 9410001010799 自動溶接ライン構築による溶接方法刷新で鉄骨柱コア溶接の新規請け負いへ 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 湯沢市 株式会社ＣＲＡＳ 8410001012136 全国の食卓を湯沢の食で彩ろう！湯沢の地元、高ブランド生産者と結託・開発したＥＣの販売展開 金﨑　卓也

東北 秋田県 横手市 株式会社ＨＯＫＵＴＯ 9410001009602 長距離無線が可能なＩｏＴモジュール基板開発と量産化 Ａ－ＭＥＣ株式会社

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＯＨＡＮＡ 4410001011942 最重度知的障害者に特化した生活自立支援サービス・居住ハウス事業 秋田信用金庫

東北 秋田県 横手市 株式会社アール・エステート 6410001009588 不動産業×スポーツ施設提供による地域連携型ＰＲによる業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 大仙市 響屋大曲煙火株式会社 9410001008323 国際物流の拠点をつくり海外市場へ参入する新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 にかほ市 大辰工業株式会社 6410001005208 石材研磨加工への挑戦！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 株式会社和火屋 5410001008137 日本の伝統花火「和火」の国内卸売展開構築事業　そして世界へ 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 有限会社アダムス 9410002000205 「どこでも立ち合い車検サービス」の構築でコロナ禍に立ち向かう 税理士法人ＭＩＲＡＩ

東北 秋田県 湯沢市 株式会社佐藤商事 6410001009638 グローバルと観光需要対応の漆商品製造販売会社への新分野展開 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社あおい装飾 9410001004719 ドローン事業における新規空中測量サービスの開始 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 仙北市 プライムモーターサイクル バイク修理の技術から農機具修理・農業ロボット部品製作への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 株式会社杢 4410001012858 地元素材の付加価値を高める新ジャンルのお酒“ハードサイダー”醸造事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ブラウブリッツ秋田 5410001004508 オンライン需要獲得とＤＸ推進により地域を牽引するプロスポーツチームを目指す！ 秋田県信用組合

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＴＳＡ 9410001002730 「ＴＳＡにおけるモビリティ・ＵＸ新規事業計画」 オーナーシップ株式会社

東北 山形県 山形市 有限会社ハーバーコーポレーション 6390002002198 ウィズコロナを見据えた挑戦　セントラルキッチンと冷凍自動販売機による業態転換 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 南陽市 喜久一製菓株式会社 3390001010592 老舗菓子工場による「冷たい肉そば」製造事業ならびに直営店への進出 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 山形市 合同会社もりべん 1390003000049 老舗弁当店が作る山形の肉そば、鶏中華で新分野展開 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 東置賜郡川西町 有限会社酢屋吉正 4390002014740 店舗改装による、テイクアウト商品の開発と販売による市場の拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 合同会社Ｄ．Ｃ．Ｔ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 1390003001765 購買意欲を向上させる体験宿泊可能な住宅ショールームにおける事業計画書 大原　健佑

東北 山形県 東置賜郡高畠町 まほろば観光果樹園 全国初となる観光農園型ドッグランの運営 大原　健佑

東北 山形県 山形市 焼肉すてーじ火輝 霊峰蔵王への入り口、朱い大鳥居のドライブインパーク事業 山形信用金庫

東北 山形県 酒田市 荘内電気設備株式会社 8390001006314 ＳＣＭを構築しコロナ環境の豪雪地域に特化した再エネ製品販売を行う卸売メーカー事業の展開 鶴岡信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 いこいの宿農 宿泊業の強みを活かした「朝食専門店」への新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 株式会社佐のちゃん 3390001014230 自社食品製造工場の新設とＰＢ商品の食品卸販売事業への参入 山形商工会議所

東北 山形県 酒田市 酒田酒造株式会社 5390001006226 急速冷凍手法による日本酒の新市場獲得 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 サンクスパック株式会社 5390001013858 山形県から発信する日本料理で地域おこしを狙う 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 農業仁助屋 規格外茶豆と希少品種もち米を活用した加工食品の開発及び販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 有限会社やまがたスリートップ 4390002014559 新型コロナウイルス対応除菌液製造方法の変更による事業再構築 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 天童市 株式会社瀬野芳雄商店 6390001004419 果物の産直販売所を併設した新しい体験型カフェ事業の展開 天童商工会議所

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 有限会社セイノヤ 5390002015168 通夜専用施設の建設により自宅外通夜ニーズに対応する通夜事業の構築 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社吉祥 8390001009829 有形文化財の蔵を利用した伝統産業発信による消費喚起・需要拡大事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡朝日町 有限会社白田工務店 5390002016158 非対面型モデルハウスを活用した高性能規格住宅販売への業態転換 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 株式会社丸庄 9390001005728 山形県初！太陽光パネルの１００％リサイクル事業により、再資源化製品製造・販売 株式会社荘内銀行
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東北 山形県 東置賜郡川西町 株式会社奧田製作所 9390001010736 製本機械製造技術の強みを活かした環境産業分野への進出 米沢信用金庫

東北 山形県 東根市 植松農園 果樹農家による果実の卸売販売から自社オンライン販売への転換事業 田中　宏司

東北 山形県 天童市 有限会社渡辺製作所 2390002005898 冷却装置向け精密金属部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

東北 山形県 西村山郡西川町 株式会社つたや 7390001012107 体験型高原リゾート施設の整備による新規顧客開拓事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社月見 9390001006420 新しい生活様式と地域に求められる小規模特化型葬儀場 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 有限会社マーシィーズ 8390002015999 事業再編を通したテイクアウト事業と地域初の飲食業態への挑戦 滝田　薫

東北 山形県 村山市 株式会社渡辺製作所 4390001009584 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 南陽市 有限会社冨樫製作所 9390002014414 金型製造業界から産業用装置製造業への新たな進出 米沢信用金庫

東北 山形県 米沢市 株式会社Ａ・Ｓ・Ｅ 7390002015463 コインランドリー新設による待ち時間の有効活用・既存浴場事業の相乗効果の実現 株式会社山形銀行

東北 山形県 上山市 ｎ－ｓｕｐｐｏｒｔ 加工場設立によるニーズに合わせた食品製造事業 山形信用金庫

東北 山形県 山形市 秋田大町コンドミニアム株式会社 2390001012508 業種転換による防疫型テレワーク対応ビジネスホテル運営事業計画書 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社四ツ葉ドレス 8390001006867 国内必須の制服縫製と高利益率の海外製品修理事業を開始し、雇用を通じて地域経済に貢献する 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社松川弁当店 4390001011482 米沢牛使用の冷凍弁当を開発して販路拡大と事業拡大を目指す
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 西村山郡大江町 後藤電子株式会社 7390001012148 電気自動車の走行距離伸長や小型化のためのコイル製作用太物真四角電線の量産化 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社天童ホテル 1390001004489 創業１１０年のおもてなしが活きる日帰りグランピングＢＢＱとカフェ事業
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 上山市 株式会社杵屋本店 5390001004758 山形随一の老舗菓子店が挑む、和スイーツカフェによる癒し空間の提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 旭陽電機株式会社 1390001000471 国土強靭化策「無電柱化」で用いる箱型カバー分野への新規参入 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＧＯＵＲＭＥＴ　ＧＲＯＯＶＹ 1390001014612 外食専門店から内・中・外食『食』の総合ビジネスへ〜家でも・外でも・店でも楽しめるミートパーク〜 都筑　正之

東北 山形県 山形市 有限会社佐五郎 5390002001052 地産地消で生産者と共存共栄　個室で安心。非対面でおもてなしできる焼肉店へ事業転換 井上　哲寿

東北 山形県 山形市 株式会社蔵王カンパニー 1390001000760 ワーケーション客室とコワーキングスペース新設による新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社いさごや 4390001007448 「高付加価値な滞在とワーケーション」＋「庄内食文化の体験」！
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ＥＸＣＥＥＤ 2390001002459 ＢｔｏＣの注文住宅事業からコンテナハウス用いた飲食・宿泊ＢｔｏＢ事業への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 有限会社ＦＵＪＩＳＨＯ 3390002006425 石綿含有建材の除去工事進出による事業再構築 株式会社旭ブレインズ

東北 山形県 米沢市 合資会社福島屋 8390003000785 開湯２５８年の温泉旅館が手がける鉄道駅から徒歩５分の貸別荘事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 エイムカイワ株式会社 8390001000283 地域飲食店や地域商店ニーズに対する冷凍総菜の製造および販売 株式会社旭ブレインズ

東北 山形県 酒田市 株式会社チェンジ・ザ・ワールド 9390001013524 チェンジ事業とシナジー効果を生むもみ殻から生成する植物性シリカの商品化 株式会社京葉銀行

東北 山形県 村山市 アスリート精密工業株式会社 2390001014090 高精度な半導体製造装置部品製造に進出することで事業再構築を実現 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西置賜郡飯豊町 エイチ・アンド・カンパニー株式会社 3390001014750 地域の魅力を１００倍にする、気球体験を中心としたアウトドア事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社三陽製作所 4390001010609 ステンレス加工技術を活かした蓄電池ＢＯＸ及びステンレス製輸送用コンテナ製造への新たな取り組み 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社ヤリミズ自動車 6390001010177 障がいのある方にも自由な移動手段を！福祉車両の改造事業進出！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 栄進リース工業有限会社 8390002005281 地域資源を掛け合わせたポストコロナ時代の新６次産業化計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社オーテイク 3390001009800 世界で認められた製麺機プラント製造技術を、需要高まる新たなプラント製造事業へ活用！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 山形県 酒田市 株式会社Ｔ－ＢＥＳＴ 5390001016415 鳥海山の伏流水を活用した日本蕎麦製造、販売のための製麺所新設と卸販売への新分野展開 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社Ｒｅｓｔ 5390001013817 廃校利活用による障がい者と地域連携による再生可能エネルギー普及の拠点の構築 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社カーセレクト庄内 2390001014727 商用車に特化した特定整備部門の立上げによる売り上げの拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社田和楽 5390002010193 「美味しい米を海外に」輸出米の乾燥調製受託サービスの新規事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ドリームゲート 8390001012840 廃校を活用したＩｏＴメディカルフィットネス事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 海老鶴水産株式会社 7390001011983 無加温無調整・源泉掛流し温泉を活用したオートキャンプ場事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社原菊造商店 2390002013249 ＩｏＴを活用した地域初となる有人型布団丸洗いサービスの提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社たちばなや 5390001007934 「温泉街と旅館の魅力の融合！　〜散策しながら気軽に立ち寄れるカフェラウンジへの挑戦〜」
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 鶴岡市 株式会社岡ざき 7390001013063 水産加工ブランドの自社工場設立と新規販売店舗の新規事業 株式会社山形銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社薄井印刷 8380002008038 既存文具店施設を活用した新サービス展開の構築 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 株式会社船山工業 5380001001351 大規模特殊建築物に係る大型、異形鉄骨製品溶接工程の革新 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 Ｖｉｌｌｅ 地域初の専門店のオープンとテイクアウト・デリバリー需要の獲得 滝田　薫

東北 福島県 須賀川市 有限会社旭バス 4380002019575 バスとペットを組み合わせたこれまでにないビジネスモデルの構築 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社Ｉ‐Ｓｔｙｌｅ 2380001022978 ゴルフシミュレーターを導入した新しいスタイルの居酒屋展開 菅野　敦史

東北 福島県 福島市 株式会社フジワラプレス 2380001025642 古民家カフェ事業 添田　大輔

東北 福島県 郡山市 株式会社キュール 7380001024136 乳がん手術後のアフターケアとなるピンクカヌー教室への業種転換 東京商工会議所

東北 福島県 福島市 Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 1380001026674 独自リザベーションシステム開発による革新的Ｅコマース事業展開 森　健輔

東北 福島県 会津若松市 有限会社マルイ 7380002033152 和風居酒屋が取り組む本格洋菓子のテイクアウト 株式会社東邦銀行

東北 福島県 二本松市 株式会社鉄扇屋 2380001009422 ドローンスクール設立事業 二本松信用金庫

東北 福島県 河沼郡会津坂下町 有限会社イソメ写真館 9380002034058 「貸切スタジオ撮影」で障がい者等への貸切撮影サービス展開 鈴木　憲司

東北 福島県 会津若松市 有限会社としの坊 1380002033744 呉服店オンライン化による仮想店舗事業 鈴木　憲司

東北 福島県 福島市 有限会社井上武道具店 2380002000421 業界初、スマートフォンとＬＩＮＥで「自宅から注文できる、剣道防具の修理・調整」 福島商工会議所　中小企業相談所
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東北 福島県 福島市 株式会社福島西交通 7380001003528 旅行業向け基盤システム導入と福島の良さを伝える旅行業への新事業展開 髙司　浩史

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津二丸屋 7380001017156 門外不出の秘伝の“かえし”を生かしためんつゆ等の商品開発事業 会津商工信用組合

東北 福島県 いわき市 有限会社ＬＲアドバンス 1380002027358 子育て世代の女性が働きやすい・Ｗｉｔｈ　コロナ特化・脱毛エステサロンの開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

東北 福島県 福島市 株式会社あかま 3380001024775 老舗割烹仕出し屋の味を活かして和菓子・食品製造業の分野へ本格進出！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 東白川郡矢祭町 株式会社神田製作所 8380001010952 電池事業者向けの収納ラックの商品化による事業再構築 有限会社クレメンティア

東北 福島県 河沼郡会津坂下町 株式会社タマテック 5380001022645 仮設電気工事向けレンタル事業 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 株式会社菊田工務店 4380001000362 ガーデニング・エクステリア専用展示場の新設で事業を抜本再構築！ 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 中華料理　華正樓　 食事、菓子需要に対応した中華まん専門店の開業 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社アルストロメリア 4380001024428 過疎地方空き家利活用による『ＤＸ爆速普及プロジェクト２０２１』 郡山商工会議所

東北 福島県 いわき市 株式会社エステート高島 9380001012502 飲食業から事業再編を通したデイサービス事業への進出 滝田　薫

東北 福島県 東白川郡塙町 有限会社ケーフーズ生田目 3380002019493 国産原料を使用したオリジナル商品の開発と直営店舗での販売 滝田　薫

東北 福島県 双葉郡浪江町 松永陶器店 大堀相馬焼の持続的発展に向けた体験型ゲストハウス事業の立ち上げ 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社ジョイテック 3380002024527 高齢化社会に向けた製造業から介護事業への挑戦 いわき信用組合

東北 福島県 伊達市 株式会社セントラルニット 6380001003264 撥水性を備えたアウトドアウェアニットの製造販売 松村　義信

東北 福島県 いわき市 Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ａｎｖｉ 美容師の技術を生かしたスカルプケア＆脱毛予防サービス提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 福島市 株式会社高野塗装店 8380001000821 高級シェアオフィス事業への新事業展開 髙司　浩史

東北 福島県 南相馬市小高区 相馬アグリ株式会社 2380001026756 希少品種「露茜梅」を原料とした加工食品・飲料等の製造販売による地域経済復興計画 株式会社七十七銀行

東北 福島県 福島市 モノグル 大きな業種転換にて挑む、ベーグルと焼菓子の製造・販売事業 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 南相馬市原町区 ダイコー株式会社 8380001015679 親のキャリア、子の成長をともにサポートする保育分野への展開。 経営創研株式会社

東北 福島県 須賀川市 トキワ印刷株式会社 8380001011307 紙パッケージ加工・製造事業への新規参入 株式会社東邦銀行

東北 福島県 東白川郡塙町 株式会社原パレット工作所 9380001010654 不良資材活用及び障がい者雇用創出のためのＬＶＬ製造事業。 株式会社福島銀行

東北 福島県 福島市 餃子の照井株式会社 6380001019707 冷凍円盤餃子の製造販売による「場の商売（飲食業）」からの脱却 株式会社東邦銀行

東北 福島県 南会津郡下郷町 有限会社マルヨ建匠 7380002035652 地域資源である木を用いた小物製品の製造と新ブランドの立上げ 滝田　薫

東北 福島県 東白川郡矢祭町 株式会社矢澤酒造店 4380003000732 小仕込によるオリジナル酒開発と観光蔵（ショップ・ｃａｆｅ）の開設 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 キュービックデザイン ＥＶ（電気自動車）キッチンカーの製造販売事業 いわき信用組合

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社高山重商店 8380001019168 最新設備でコロナや災害に対応。住民拠点としてライフライン全般（燃料油・ガス・水道）の総合エネルギー関連企業として地域貢献 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 石川郡玉川村 株式会社エバタ製作所 3380001021368 金属切断能力の飛躍的向上による空気清浄機市場への新規参入 株式会社福島銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社ｔｈｉｓ　ｏｎｅ 5380001025722 地域初！展示ブースを備えた内装・インテリア卸売業への転換！ 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 株式会社チーム 9380001030446 愛犬家の悩みを解決！ワンストップドッグカフェで快適空間を演出！ 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 株式会社白河空調システム 9380001010241 「白河の味を家庭で」急速冷凍機の販売で地元飲食店を活性化！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社モリヨシ技研 1380001001727 医療金型製造のための生産体制の刷新及び検査体制構築計画 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社ミライ・トラスト 9380001025628 ＡＩ需要予測データ提供サービス事業への挑戦 滝田　薫

東北 福島県 双葉郡浪江町 田中建設工業株式会社 2380001016583 遊休施設活用の家具雑貨ショップ事業と、店舗併用住宅の展開 あぶくま信用金庫

東北 福島県 岩瀬郡鏡石町 株式会社タマテック 5380001011615 無人運転可能な高精度加工設備を付帯する工場設立によるロボット部品製造 西川　和明

東北 福島県 福島市 アシスト株式会社 9370001018120 新工法採用による鉄塔基礎工事への進出で５Ｇ及びＳＤＧｓに貢献する 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 株式会社日高リネンサプライ 3380002011707 福島ブランドいちご「ふくはる香」を使用した六次産業化参入事業 株式会社エフアンドエム

東北 福島県 郡山市 エーユーエム構造設計株式会社 8380001004640 建築業界特化型コワーキングスペース・サテライトオフィス事業 郡山商工会議所

東北 福島県 喜多方市 株式会社蔵のまち農園 1380001021799 農業生産法人からドローンスクール運営への思い切った業種転換 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 いわき市 有限会社ホテル美里 1380002025980 団体宴会旅館からプチ湯治×ワーケーション滞在を提案する旅館への変革 株式会社リョケン

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社Ｒｏｏｔｓ 4380001017398 国指定文化財の歴史的建造物を再利用したアウトドアに特化した観光事業 鈴木　正人

東北 福島県 本宮市 株式会社フィオレピア 6380001021828 クラウド型物流センター構築による花き加工卸売業への業種転換 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 西白河郡矢吹町 太陽興産有限会社 1380002018927 ハブ倉庫取得と独自近郊輸送網構築で、大手と地元中小企業をつなぐロジ企業に飛躍 田村　俊和

東北 福島県 会津若松市 株式会社シンク 9380001017501 システム受託開発から　ＩｏＴ　ドリンクディスペンサーの開発へ 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 アルトルイズム株式会社 2011001056193 店舗展開ノウハウを活かした福島餃子の２４時間無人餃子販売出店計画 西河　豊

東北 福島県 須賀川市 株式会社星総合印刷 8380001011389 化粧箱×デザイン×ＤＸでアフターコロナに向けた事業再構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 喜多方市 株式会社丸北工業 1380001020339 カメラレンズ用アルミフレーム加工から鉄鋼製建設用機械部品加工への進出 福島県商工会連合会

東北 福島県 喜多方市 株式会社Ａｄｖａｎｃｅ　Ｆｏｏｄｓ 6380001031265 「プロの味を自宅で食べられる喜多方ラーメンととりもつ」の自社製造および販売 会津信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社花小紋 3380001025633 飲食業リスクを減らすべく業種・業態・エリアを変えた新天地へ本格進出 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社ユミタ運輸 3380002035697 次世代対応の物流倉庫を新規展開し、会津の新しい物流ロジスティックスを創る。 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 有限会社田村精技 6380002015861 電気自動車モーター部品製造分野へ新分野展開を図る事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 白河市 株式会社一期一会 7380001029705 日本料理・エステ・サプリ販売で食と美と健康を提供 税理士法人イカワ会計

東北 福島県 双葉郡富岡町 株式会社東北エンタープライズ 4380001021152 点検・検査、危機対応、巡回警備向けロボットの販売、保守、運用支援事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 伊達市 株式会社新栄製作所 1380001003178 製造プロセス革新による自動化ロボットと半導体装置の部品受注 株式会社大東銀行

東北 福島県 喜多方市 有限会社山庄商店 3380002035152 ガソリンスタンドとの相乗効果が見込まれる有人コインランドリー事業 会津信用金庫

東北 福島県 伊達市 常興工業株式会社 5380001003174 精密板金からクレーン部品製造への新分野展開 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社志賀石油店 2380002024024 地域密着カレー店の事業継承。ＳＤＧｓ経営×ドライブスルーで新形態飲食事業開業 いわき信用組合

東北 福島県 須賀川市 株式会社山田製作所 4380001011418 高精度加工技術を活かした蒸気タービン向け部品生産への挑戦 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社たまき産業 5380002010590 コーヒーの自家焙煎と直営店舗によるＦＣチェーンからの脱却 滝田　薫
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東北 福島県 福島市 太陽工業有限会社 9380002005918 電気自動車の普及やＤＸの進展に対応したアルミ合金（異材）溶接技術への挑戦 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 相馬郡飯舘村 長谷川農園 地域密着型の惣菜店を開く 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 いわき市 有限会社伊藤幌店 6380002022370 いわき市内初！新工場を設立してオーダーメイドに特化した緩衝材製造＆ＥＣ事業の構築 ひまわり信用金庫

東北 福島県 須賀川市 有限会社久保木畳店 3380002019774 世界中から人が集まる畳の体験型複合施設の構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 双葉郡楢葉町 株式会社フタバフードサービス 9380001024712 日本初！健康滞在宣言『ゴルフ×宿泊×健康食』生活習慣病予防サービス事業 株式会社七十七銀行

東北 福島県 相馬郡新地町 合同会社みさき未来 7380003002478 自動潅水システムを利用したブルーベリーの観光農園化及び加工品製造事業参入 福島県商工会連合会


