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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 青森市 株式会社Ｂｒｕｇｅｓ 7420001014347 あおもりの新鮮素材を活かしたスイーツ事業への挑戦 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 弘前市 株式会社ナイトマーケット 9420001010410 感染防止対策と飲食店から都市型テイクアウト店への業態転換 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社ＣＯＣＯＲＯ 9420001014023 居酒屋だけでなく焼きたてパンも！～１日の食事をＣＯＣＯＲＯで計画～ 青森商工会議所

東北 青森県 弘前市 かつ亭 とんかつ専門店における「懐石料理」、「高級弁当」への新分野展開 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 株式会社ＳＳＲ 3420001016537 青森県のニンニクを効かせた冷凍唐揚げ製造＆ネット通販への参入 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 青森市 株式会社マツダレンタカーみちのく 4420001004318 自動車のリユースを通じて循環型社会実現に向けた中古車販売事業への進出事業 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 株式会社椿館 6420001001404 観光地における飲食店激減防止及びセントラルキッチン制のレストラン事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 弘前市 有限会社美濃吉 4420002014381 蔓防中でも強かった超濃厚ラーメン店を宅配を主として展開する 弘前商工会議所

東北 青森県 五所川原市 有限会社オサリドレス 8420002010988 高品位デジタル投射柄裁断システム導入による多素材柄縫製基盤の確立 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 有限会社丹波漁具店 8420002007712 レンタルスペースでのインスタ、コスプレ撮影からＡ１ポスターサイズのプリントまでワンストップで提供する 青い森信用金庫

東北 青森県 十和田市 有限会社猿倉温泉 6420002017291 「秘湯」×「アウトドア」×「サウナ」で顧客を呼び込む事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 八戸市 吉田建設株式会社 3420002012023 次世代足場を導入し大型工事に対応のうえ、リフォームにも進出し受注分野をワイド化する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 八戸ワイナリー株式会社 5420001015710 はちのへワインの輸出に向けて国際衛生基準を満たすプロジェクト 株式会社東北銀行

東北 青森県 八戸市 フェスタ 新分野の特産品の製品開発と自社ブランド販売事業の展開 八戸商工会議所

東北 青森県 弘前市 ピッツェリア　ミーア 外販事業展開およびテイクアウト専門店の出店による事業再構築 弘前商工会議所

東北 青森県 上北郡七戸町 有限会社天間製作所 2420002018517 ＲＰＦ製造販売事業への新分野展開で地域資源廃プラ等の有効活用仕組みの構築 協同組合さいたま総合研究所

東北 青森県 八戸市 株式会社東京ドレス 4420001006198 大手がうなる技術力を開発力に昇華させアパレルＯＤＭ市場へ参入 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 青森県 青森市 成長タクシー株式会社 6420001001585 持続可能な地域経済発展を目指す、ＩＣＴを活用したタクシー配車代行事業の展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 合同会社カシスジャムの店おおた 6420003001336 青森のカシス農家の新たな挑戦！六次産業によるカシス機能性食品の開発 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 ｍｉｃａｓａｔｕｃａｓａ＆ポコ・ファーム株式会社 6420001014983 製麺所から障害者就労継続支援Ｂ型事業を展開し地域へ貢献 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 株式会社深川商会 8420001006525 ウニとサバの蓄養から加工・販売まで行う六次産業化事業 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 株式会社山佐佐藤商店 6420001002121 デジタル化・コロナ禍に対応したショールーム角打ち 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 三戸郡南部町 株式会社松本工務店 6420001006849 社寺建築技術を活用した一括品質管理による加工・彫刻部材の販売事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社こがわ 1420001000906 地元和紙を使った紙工品制作への展開 株式会社ＧＩＭＳ

東北 青森県 八戸市 有限会社ヨシモトミート 9420002010434 食肉卸事業者による生産者と地域商店街をつなぐ加工食品への挑戦 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 三浦建設工業株式会社 4420001006636 グレードの壁を越える！みちのく青森発、全工程内製化による超高層市場への挑戦！ 株式会社岩手銀行

東北 青森県 むつ市 田村商事株式会社 6420001012541 「光学式アライメントテスター」導入による点検・調整事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社類家大学堂薬局 6420001006758 ＡＩ×非接触型パーソナルジム「ファディ―」への参入 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社福士旅館 1420001009443 ホテルのレストランスペースをコワーキングスペースとして有効活用 弘前商工会議所

東北 青森県 八戸市 株式会社東北総合研究社 9420001006185 ホタテ養殖篭の改革及び先入観の意識改革～４つ口ネット、ほろい機の開発～ 株式会社東北銀行

東北 青森県 弘前市 合同会社紀 7420003001392 高齢者にやさしい、イートインもできるテイクアウト、デリバリーお弁当・お惣菜事業 株式会社若山経営

東北 青森県 青森市 株式会社アラスカ 5420001000373 ホテル・ウエディング事業から焼肉店へ主軸を移し、企業再生！ 小野寺　高

東北 青森県 南津軽郡田舎館村 オリジナルテクノロジー株式会社 5420001009778 オーダースーツの委託製造から短納期化ノウハウを提供する情報処理サービス業へ 株式会社みずほ銀行

東北 青森県 青森市 勝又金属工業株式会社 3420001000680 板金加工技術を活かした雪国のためのオリジナル「カーポート」製造への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社クォーレ 3420001014508 レストラン事業から食肉加工業へのダイナミックな業種転換 八戸商工会議所

東北 青森県 上北郡おいらせ町 有限会社土岐商会 9420002018196 青森ブランドのキャンピングカー製造販売で次世代の感動レジャーシーンの創出 青い森信用金庫

東北 青森県 つがる市 株式会社オダギリオート 3420001008617 キャンピングカー製造販売及び災害時に対応した社会貢献事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社ファッションプラザ 6420001001817 ＯＥＭ縫製企業の自社ブランド制作販売・ＯＤＭ縫製事業への業態転換 株式会社十六銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社鳥 3180001089442 温泉街の空き店舗を改修し地域に根差した複合的な場作り事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 弘前市 イマジン株式会社 9420001010600 イマジンテーマパーク構想～地域創造企業を目指して～ 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 三戸郡三戸町 有限会社ニコニコ 1420002009888 耳鼻科門前薬局から高齢者在宅医療・地域連携薬局への新展開～高齢者をひとりぼっちにしない薬局～ 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社アップルクリエイションズ 8420001012969 りんご農家の高齢化に対応した自動選果機導入による地域貢献 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社らいもん 4420001005423 冷凍ラーメン×セントラルキッチンによるひらこ屋の全国展開戦略 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 巖泉 遊休施設を活用した漁港併設の青森県産食材の加工所兼直売所の開設 株式会社青森銀行

東北 岩手県 久慈市 有限会社ホームセンター仙台 3400002013015 介護保険にとらわれない高齢者向けの新たな送迎付き入浴サービス 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 野菜たっぷりタンメンの店大久保 ”ゆきちから薫る”自家製生麺の製造・販売事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 花巻市 株式会社廣美 6400003000579 温泉旅館での介護施設新規開設とバリアフリー旅行への参入 花巻商工会議所

東北 岩手県 花巻市 有限会社やまそう 7400002008548 経営資源のシナジーが産み出す「地域の台所化」と「満にら」の全国展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 株式会社沢内甚句 8400001005074 人気商品「ももどり」を活かした冷凍食品製造事業への転換 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社クリエイト 4400001001977 ＡＩ・ＩＣＴを活用した「自立学習塾（通称：ＲＥＤ）」の新規事業展開 株式会社みちのく銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社Ｖ．Ｏ．Ｆ 6120001184898 「環境にやさしいアパレル商品の自社生産・販売」による事業再構築計画 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社マリアージュ 6400501000865 薬膳料理専門店の自社展開並びにフランチャイズ展開 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ニチリン 8400002004892 居酒屋と創作そば店の二枚看板で新市場を開拓 工藤　健人

東北 岩手県 花巻市 株式会社ぼうけん 5400001013220 移住者支援シェアハウス事業の展開による地域活性の取り組み 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 小笠原重機有限会社 7400002006849 画期的な新工法導入で下水道改築工事へ参入する事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 うちでのこづち地域創造株式会社 1400001012993 地方生産者をＡＩで繋ぐ「直売支援システムの開発と岩手三陸ブランド食品のオンライン拡販計画」 坪井　亮

東北 岩手県 花巻市 成和物流有限会社 9400002008810 特殊車両での運送業の強みを活かす保管・倉庫業への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 花巻市 有限会社早池峰精工 1400002008792 半導体産業の開発競争を支える超短納期一貫生産体制の最適化 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町種市 北沢美容室 髪と肌の手入れを同時にできる新たな美容室の構築による収益力強化 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 株式会社新高 6400001005407 オンライン音楽レッスンを通じた質の高い教育と生涯学習の提供 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社東洋工機 4400601000544 製造ライン機械からＥＶモータ製造機械部品加工への新分野展開 一瀬　章

東北 岩手県 岩手郡葛巻町 前野モータース 低炭素化に資するＥＶ・ＡＳＶ・大型車対応の新整備体制の確立 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 遠野市 株式会社荒田新聞販売センター 2400001006747 新聞販売店の情報発信力を活かしたゴルフ練習場の開設 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ナレッジ 2400001010096 国内初。建設資材版メルカリプラットフォーム構築でＳＤＧｓ達成へ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 蒲野建設株式会社 2400001008066 太陽光パネルリサイクルの新分野展開による事業再構築と資源循環型社会構築への貢献 株式会社東北銀行
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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 岩手県 奥州市 有限会社協栄鈑金 5400602001375 板金技術が活きる新分野展開で新たな収益を獲得 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 高橋大興商店 地域課題に貢献する新サービス提供による経営基盤及び収益力の強化 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 有限会社黄金製麵所 6400002009340 地域初！セントラルキッチン併設ドライブスルー付きラーメン店の開業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社宮古ドライビングスクール 2400001006937 ドローンスクール開設による地域経済の活性化及び自動車教習所における経営基盤強化事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 奥州市 有限会社佐藤工務店 6400602001390 地域の空き家を高機能リノベ住宅へ！工務店の買取再販業進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 有限会社コンノテック 6400002010100 高精度加工・検査体制を実現する半導体製造装置事業の業態転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社エヅリコ・エンジニアリング 5400001005985 自動塗装ライン新設による半導体製造装置部品への進出 株式会社ゼロプラス

東北 岩手県 一関市 たまりば 観光振興を目指した新分野展開「アミューズメント・ポーカールーム事業」の開業 レンタルＥＣ株式会社

東北 岩手県 奥州市 株式会社島元組 1400601001157 土木建設業が新たな事業へ挑戦、最新鋭設備を備えたゴルフ施設運営への業態転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 滝沢市 有限会社フクダ薬局 8400002006591 オンラインによるカウンセリングを主軸とした「オンライン漢方薬局」の開設 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 エスプラスカンパニー株式会社 8400001008580 食の循環型リサイクルを実現する有機肥料事業へ転換 盛岡信用金庫

東北 岩手県 一関市 株式会社奈良屋 6400501000238 タイルを生かしたこだわりの戸建住宅事業への参入　～腕利きタイル職人集団の挑戦！～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 八幡平市 株式会社麹屋もとみや 6400001013203 テイクアウト特化した新店舗「ＳＨＩＭＯＮＯ５２８」による次世代向け顧客体験価値向上計画 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社言葉のかけ橋 8400002006435 デイサービスから就労支援サービスへの新分野展開による総合的な失語症支援事業所への事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 株式会社サンホームズ 5400001007965 トレーラーハウス（居住用等）の製造・販売事業への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 トラストテック株式会社 5400001005028 就労継続支援Ｂ型事業所開設及び猫ふれあいスペース＆カフェの運営 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 株式会社建築のフジサワ 7402702000156 地球温暖化防止に貢献、次世代ＺＥＨ＋準拠リノベーション中古住宅販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 内田工事株式会社 6400001005984 ３Ｄデジタル技術を活用した加工管製造販売業への新規参入 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社東邦テクノス 6400501000221 受注開発企業で培った技術で下流進出し事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 滝沢市 株式会社ＦＫエンタープライズ 3400001013908 高級焼肉店事業 日本みらい税理士法人

東北 岩手県 大船渡市 丸新石油店 データを活用した野球特化型能力向上支援事業 工藤　洋行

東北 岩手県 一関市 株式会社トラストシステム 8400001014083 地域密着型高効率モノづくり提案事業 一関商工会議所

東北 岩手県 一関市 株式会社石橋ホテル 5400501000726 明治２２年創業の伝統的な老舗和風旅館が「本格中華レストラン」に挑戦！ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社たけいち 2400001013925 ラーメン店が行うウィズコロナ、アフターコロナに対応したテイクアウトが出来る焼肉店の開業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 奥州市 有限会社本城運輸 9400602001454 工場重量物に特化した引越しサービスで運送ワンストップ化を実現！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 有限会社古川重機 2400002004320 廃プラスチックの再資源化原材料供給市場への参入～廃プラスチック中間処理事業開始～ 株式会社みどり合同経営

東北 岩手県 大船渡市 ブルーコーン 強みを活かしアウトドア需要に対応する食肉店への業種転換 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 サニーガイド株式会社 9400001013456 オリジナルライトキャンピングカー及びオリジナルライトキャンピングカー用品の開発・製造・販売事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 久慈市 久慈港運株式会社 7400001007939 北東北の環境保護を支える！港湾荷役業者の特殊車両整備事業挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 下閉伊郡岩泉町 泉金酒造株式会社 5400001007081 龍泉洞から連なる物語　地域商社への発展に向けてビール事業へ進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 杜陵高速印刷株式会社 1400001001179 個人情報データを扱うアウトソーシング事業 株式会社ＧＩＭＳ

東北 岩手県 花巻市 和同産業株式会社 8400001005529 除雪機メーカーが草刈機市場へ新分野展開　～ＧＰＳ搭載型自動草刈機により新時代の草刈りを実現～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 小野光魚店 大船渡の味を全国へ！加工場増設・急速凍結機導入で事業再構築 西川税理士法人　盛岡事務所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社秀吉 8400002002665 仕込み外注システムの構築～地域の食材を活かした加工食品製造・販売～ 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社　酒のかんりょう 8400501000847 駅前の空き店舗で地域資源を活用したコロナ対応型ＤＸ飲食店の開業事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 ＳＵＧＯＳＵ　ＨＩＴＯＴＯＫＩ 地域の人に金ケ崎町のＨＩＴＯＴＯＫＩを届けるキッチンカーと仕出し弁当事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 トラステックアース株式会社 7400501000435 精密板金加工技術導入による特殊形状金属部材製作事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社クロールアップ 6370001014312 米文化宮城県仙台において中食事業構築の為の地元素材で作る学食ベーカリー リードブレーン株式会社

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社ＫＹＯＴＡファクトリー 3370002020782 既存の飲食店の強みとシナジーを活かした、青果の卸売／小売り事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 柴田郡川崎町 クリヤコーヒーロースターズ コーヒー焙煎のノウハウ販売・シェアロースターなどへの新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 テクノウイング株式会社 8370001000946 需要予測（ＡＩ）で収集運搬業務の効率と生産性を上げるサービス 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市若林区 ハリウコミュニケーションズ株式会社 7370001003850 レーザーダイカット装置導入と紙製品の高度な切り抜き加工による多品種少量高付加価値商品の開発・販売 宮城県中小企業団体中央会

東北 宮城県 仙台市太白区 ドリームクラフト合同会社 7370003005242 既存イベント業の経験を活かした新規サバゲ―フィールドの開設事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 栗原市 株式会社浦島 7370201002891 潜在的需要が見込まれるフォトスタジオ事業を新規に展開 菅原　勝直

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ウエックライフサーヴ 7370001023320 高齢者向け創作カップデリの移動販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市泉区 エルエーワイ 「おうち」時間をターゲットにした国産ブレンド有機ハーブティによる新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 石巻市 有限会社オカダプランニング 8370302000521 映画文化の承継と地域コミュニティの活性化を目指した業態転換 税理士法人平塚丸岡合同事務所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 トータルハーモニー株式会社 3370001014265 「裁ちそば」店への挑戦！知名度を活かしたかき氷専門店「梵くら」の新分野展開 千葉勇喜

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社ワールドライブ 7370001015409 広葉樹を用いた丸太トーチの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社エムシス 1370001015455 自社餃子ブランドの立ち上げによる食品製造・卸売・小売への転換 伊藤　桜子

東北 宮城県 石巻市 高松食堂 石巻から世界へ錦鯉の飼育とトータルサポートの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社アルベートサム 3370001016393 新規ナーシングホーム（有料老人ホーム）開設による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アークギア 3370001022680 独自手作りフルーツシロップ・チーズ等と韓国スイーツ開発で新規業態に転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 岩沼市 株式会社モーム 9370801000814 ポストコロナに対応した店舗型クリーニング事業の再構築事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 富谷市 株式会社マルミレンタリース 6370001024815 トレーラーハウスの販売開始とモデルハウスによる販路拡大 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 東松島市 高橋農園 循環型・脱炭素社会形成を促進する農業廃棄物を活用した燃料の販売によるエネルギー分野への新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社おひさま村 6370001044581 コケを活用したアートな６次産業化による新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社大栄商事 3370001045756 異文化交流の場になるベトナム料理店の新設　在仙外国人との繋がりへ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社マデーニ 3370001019396 冷凍食品製造・販売とＥＣ販売の新分野展開で事業再構築します！ 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 栗原市 有限会社耕佑 6370202004797 くりはらファーマーズファンクラブプロジェクト 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 宮城熊さん株式会社 2370001002378 冷凍自動販売機の設置による、麺類・餃子等の非対面販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 東松島市 株式会社オハナ 5370301003032 英語を身に付けた人材を育てる、オールイングリッシュの学童保育に進出し新分野展開する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 塩竈市 五光食品株式会社 2370601002678 量販設備導入で、レンチン「炭火焼き牛たん」卸売り事業 塩釜商工会議所

東北 宮城県 白石市 有限会社蔵王キツネ村 3370102002359 繁殖専用施設の設置により生産した北極キツネの販売・リース及び北極キツネを活用した新アトラクション 税理士法人プロフェッションズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ひがしやま 9370001039158 ペットフード業界への進出 公益財団法人仙台市産業振興事業団
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東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社大東ジェイホーム 2370001043513 高機能住宅を低価格で販売し地域の市制計画達成に貢献する 千葉　和彦

東北 宮城県 石巻市 天翔水産株式会社 6370301001183 生き餌陸送サービス 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社リジョイス 5370001038907 運動療法をメインとした短時間の通所介護サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 多賀城市 株式会社ｓｅａｓｏｎ 7370601003382 ピラティス教室・カフェ・ベーカリーを併設した複合施設「さくらタウン」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 石巻市 有限会社日和建設工業 5370302001919 地域及び脱炭素社会を支える発電所向け高耐震性架台等の一貫製造体制構築 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 宮城郡松島町 有限会社マミーホーム 4370602002378 介護サービスを通じワンストップ生活相談を実現するサ高住運営事業 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社山国 5370001012201 脱炭素社会に貢献するバイオマス発電向け燃料リサイクル事業 仙南信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ケイアンドジェイコーポレーション 9370001022469 １００年の老舗の味をお手軽に！『鶏料理提供事業』 仙台商工会議所

東北 宮城県 岩沼市 佐竹　航 自動車整備士の経験と知識を活かして、自動車整備業へ進出 中井　一

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｃｏｍｒａｄｅ 6370001023610 家庭・職場でもプロの味を！「豚肉製品テイクアウト販売事業」 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 石巻市 特定非営利活動法人ＭＡＫＥ　ＨＡＰＰＹ 4430005010971 コロナ禍でも実現可能な「自然の素晴らしさ」の普及活動 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社エムズジャパン 7370001017149 デジタル管理非接触型・ペットと過ごす一棟貸切別荘事業 株式会社フォーバル

東北 宮城県 宮城郡利府町 フジ技研工業株式会社 2370601000715 地域の飲食店や飲食店を始めたい個人を応援する、シェアキッチン事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社千匠・テクノ 2370001040007 ドローンによる農薬散布・建物等非接触点検・ドローンスクール及び開発製造販売事業計画 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 加美郡加美町 有限会社イノマタ精機 3370202003637 機械加工の多様化と社内改革加速によるノントレー包装機需要の獲得 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 岩沼市 株式会社Ｏ・プラン 1370801001274 建設業から製造業への事業領域の拡大により、事業のポートフォリオ化を実現！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社金市朗 2370001016304 板前クオリティをご家庭に！魚介類の冷凍食品、干物乾物等の製造計画 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社人来田興産 6370001002127 先進運転システム車への対応を早期に確立し技術力を武器に差別化を図る！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 宮城県 刈田郡蔵王町大字小村 株式会社アイ・アディールクリエーション 6370101002068 食育と地産地消をコンセプトとした和食レストラン運営での地域活性化 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 東北中央商事有限会社 3370002009231 時間貸室内練習場建設・運用に基づく地域における運動ニーズ充足システムの構築 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社門間簞笥店 5370001004181 和モダンテイストに特化した香港での住宅リフォーム事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社庄定 4370001003201 ライフスタイルの変化に対応した青果加工業への参入と、クローズドマーケットへの販路拡大 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社佐藤水産 6370302001026 金華サバ等国産水産物干物商品における食品安全管理体制構築による輸出事業の新展開 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 気仙沼市 有限会社まるきた商店 9370502000849 気仙沼魚市場前の小売店の店舗ＤＸ 公益財団法人みやぎ産業振興機構

東北 宮城県 岩沼市 株式会社プロファイブ 5370101001987 受注の不安定な一般土木業から高付加価値・安定受注の特殊専門工事業へ転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 有限会社鈴木商店 5370202003073 創業百年超の地域密着企業による新事業への挑戦と地域への恩返し 佐藤　光一郎

東北 宮城県 石巻市 丸興産業株式会社 9370301001214 建設残土をリユース及びリサイクルし循環型社会の実現に寄与する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社トーユー 9370002005670 総合印刷会社ならではの強みを生かしたオリジナル壁紙・床材の製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 石巻市 桃浦かき生産者合同会社 2370303000245 「桃浦かき」ブランド　冷凍殻付かきの製造ライン構築による輸出事業進出への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 松戸工業株式会社 7370601002855 建設工事業から不足する鉄骨製造業者として東北の建設産業に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社福田商会 6370001003918 食材・人材の地域資源を最大化させた地域再興飲食事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 登米市 有限会社三浦屋 6370402000225 老舗料理屋の挑戦！対面から通販へ「美味しい」を食卓へお届けする加工食品の製造販売業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社エスティー 7122001022797 障がい者グループホーム　エン・ジュ　運営による生活向上支援事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 加美郡加美町 株式会社三嶋石材店 5370201002654 創業７０年以上の石材店の技術力を活かした、ガーデニング製品分野へのチャレンジ！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社飛翔閣 9370302001923 おうちで味わう「活きる冷凍技術」を用いた業販冷凍食品製造販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 シミズ株式会社 3370001024181 継続的な収益に繋がる尿素水精製事業 新本　浩貴

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ｈ＆Ｓ　ＣＯ．，ＬＴＤ． 1370001015117 特定技能外国人とデジタル化による持続可能な介護事業の構築 株式会社フォーバル

東北 宮城県 名取市 株式会社鈴栄 6380001025044 コロナ禍及び世界情勢の変革で引きおこる国内経済の低迷に対応するための新業種への改革 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ビック・ママ 4370001009966 専門的な高い教育を受けられる高付加価値の学童クラブ事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｌ－ＰＬＡＮＮＥＲＳ 7370001039077 総合保険代理店事業の強みを活かした宿泊型介護施設新設への挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ソラッド 1370001042029 近未来無人土工の技術構築へ向けたＩＣＴ施工の導入による事業再構築 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 オータス株式会社 6370001043724 ガス・電気小売事業者向けクラウド型情報システムの開発とサブスクリプション販売 株式会社荘内銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社ファーム・ソレイユ東北 7370302003145 コロナ禍に負けない、石巻桃生茶の摘み立て茶葉で造る東北初の国産ウーロン茶・醗酵茶葉製造業への業種転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 岩沼市 株式会社佐藤金属 4370801001379 人工鉱床採掘プロセス再構築プラン 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 白石市 丸山観光株式会社 9370101000317 大自然に囲まれたワーケーションと日帰り温泉施設開設による地域貢献計画 宮城県中小企業団体中央会

東北 宮城県 石巻市 Ｋｏｕｓｏ　Ｓｐａ　Ｍａｓｈａ エステティック業のオンライン設備導入による「ティーチング事業」で業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 トゥーポイント株式会社 6370001012101 光触媒人工観葉植物を使用した室内装飾を提供する新たなレンタル事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社セイワ工業 1370201002162 試作品向け超薄板金属部材製作のためのレーザー加工技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 高橋工業株式会社 6370501000588 重量鋼構造物等工場制作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社アーテックプランニング 7370001020045 ローコスト注文住宅提供のための企画販売プロセス革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 梶原電気株式会社 4370001001592 自動倉庫システム用架台の量産化に向けた製造プロセスの生産性向上 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社五十嵐商会 2370001002584 新規販路の構築による廃棄されている農産物のＳＤＧｓ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ユニグラフィック 1370001010720 生徒と講師のつながりを広げる、新しいＷＥＢ美術教室 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ノムタベル 1370001023730 店舗改装及び設備導入による新商品の製造、量産に対応し、新分野の販売手法を用いた飲食業展開 株式会社山形銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社ローランド 5370002015194 食品の真空冷凍加工業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ゾウケイ社 8370001011919 「飲食店の新たな販路」としての「テイクアウトモール」建築管理システムの構築 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 柴田郡村 株式会社山専 4370101002235 地域未活用資源を利用した新たな食品ビジネスへの参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ダイバーシティ東北エデュケーション＆ツーリズム 8370001021703 訪日留学生に特化した旅行業者がＡＩ日本語教育アプリを開発する 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ノースブル 7370001020680 独自の特許技術を用いた受精卵移植の技術研修と受精卵販売事業 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社佐藤新聞店 1370002002989 新聞配達業のノウハウを活かした集配型コインランドリー 株式会社山形銀行

東北 宮城県 大崎市 九夢株式会社 5370001046001 旧車・希少車販売の取り扱い実績を活かした自動車修理業への新規展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 宮城郡松島町 タカハシ木材ｓｔｙｌｅ株式会社 2370601000533 スモールオフィス・小店舗の木質化リニューアル事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 白石市 白石開発株式会社 8370101001332 旅館業のワイン、農泊・キャンプ事業展開　　～地域・業界・新型コロナにおける課題の解決へ～ 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 協和運輸倉庫株式会社 8370001004939 東北地域における地域密着型配送網を活かしたＥＣ事業新規参入計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社清月記 5370001000809 新サービス「エンバーミング」を新事業として展開 株式会社七十七銀行



4 / 7 

事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 宮城県 仙台市泉区 合同会社結 4370003003505 心落ち着く有資格者監修リラクゼーションサロン展開 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ＳＵＮ総合 1370001012659 ビルカンテ業務を核にDX・デジタル化を行い地域社会に貢献する 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ナスキー 2370001014720 グループホームの開業による新分野展開と既存の建設事業におけるグループホーム建設案件の受注促進 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 有限会社森鉄工 8370802001969 プラント向け金属部材組立・研磨加工技術による精密加工事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ホテル華乃湯 5370001002202 ワーケーション市場に向けた新サービス提供とベーカリー事業による事業再構築 千葉　和彦

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＡＣＴ 5370001024469 ペット関連市場に対しリアルとアプリ双方からのアプローチをかけ、業績回復を狙う 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

東北 宮城県 塩竈市 有限会社スギハラ 2370602003188 消費者向け高付加価値わかめ商品生産ライン構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 富谷市 株式会社パルコホーム宮城 9370001021207 パルテリア開設事業（名取支店及びカフェ＆ショップ等） 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 登米市 有限会社魚文 8370402001493 惣菜・菓子卸売り計画 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 岩沼市 株式会社一刻家 9370802002149 地域の食材資源と牛たんの副原料を活用したパンの開発と量産化の実現 仙南信用金庫

東北 宮城県 栗原市 株式会社花山サンゼット 2370201004075 日本初！太陽光業者がＳＤＧｓ・コロナ禍・災害に強い旅館×まちづくり会社に大転換 仙北信用組合

東北 宮城県 塩竈市 株式会社カイマカニ 2370601002983 衣とともに食の分野へ、完全手作りで安心安全な食を提供する惣菜専門店 佐藤　光一郎

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社世林 6370001023338 調理加工設備の設置による自社人気メニューの製造小売販売 税理士法人プロフェッションズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＯｎｅＷａｙ株式会社 9370001014805 東北レシピの仮装セントラル仮装セントラルキッチン 株式会社ギャザリッジアドバイザーズ

東北 宮城県 東松島市 株式会社スガワラ 8370301001470 喫茶店を併設した地域コミュニティー店舗による屋久杉家具販売事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 秋田県 大館市 株式会社ＳＨ．Ｋ．ＰＲＯＤＵＣＴ 2410001011291 ブランド商品開発と自社販売システムの構築による下請けからの脱却 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 有限会社藤倉食品 6410002013192 店舗販売事業による「豆富かすてら」等の販路開拓と新分野展開 株式会社アークス

東北 秋田県 仙北市 有限会社仙岩峠の茶屋 7410002012607 コロナ禍に対応した名物おでんによるキッチンカー事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 大仙市 ＴａｋｅＦｉｎｅ株式会社 1410001010988 舗アパレル販売からオンラインアクセサリーメーカーへの転換 株式会社アークス

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 フラワーショップむやり 健康寿命を延ばす運動認知機能に特化した娯楽のある緩和型デイサービス事業への参入 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 株式会社ナイス 9410001009049 秋田県初！ＤＸを活用した非接触型「低価格焼肉」への事業転換 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 南秋田郡五城目町 有限会社川村鉄工所 3410002006042 厳格な衛生管理が求められる加工食品業界に貢献する加工食品用設備製造への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社木村工務店 6410001005653 国内でも希少な［ウォータージェット工法による破つり斫りおよび設備洗浄」への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大仙市 協伸精鋼株式会社 8410001007920 半導体製造装置向け部品加工と製造装置ユニットの組み立て 株式会社北都銀行

東北 秋田県 能代市 有限会社カーサービスハラ 3410002011034 自動車整備工場による塩害地域に必要な新たな洗車サービスへの新分野 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 にかほ市 タイヨウマシン株式会社 6410001005422 部品納品からユニット納品への業態転換による二次下請けからの脱却 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 有限会社清水産業 7410002005676 地域と低炭素社会に貢献する処理困難物の処分・再資源化事業の構築 渡邉勝次

東北 秋田県 大館市 株式会社花善 4410001006091 伝統の味と最新冷凍技術の融合を実現し、新市場開拓で事業再構築を確立 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社木組 3410001004294 癒し空間を備えた地域活動支援センターの開設および障害者介護サービス体制の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社第一企画 7410002002302 テイクアウト需要を活用した、国産素材にこだわった地域密着型ベーカリー事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 男鹿市 東北化成工業株式会社 9410001004090 業務提携の強みを生かし競合との差別化による売上増加事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 潟上市 有限会社コレクト 4410002005588 高品質な銅を廃電線から最大限に抽出して高付加価値化を達成する「銅ナゲット販売事業」 株式会社ＲＩＮＧＳＰＲＯ

東北 秋田県 秋田市 佐田建設工業有限会社 2410002001812 建設会社の強みを生かした製造業へ！新分野展開での挑戦！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ナガタ 7410002005255 解体材をリサイクルし、木質バイオマスを生産する新事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 秋田県 横手市 株式会社高橋建業 3410001009161 秋田県の食材を使った商品企画・製造・販売とＦＣ店舗運営に挑戦 株式会社ＯＡＧコンサルティング

東北 秋田県 大館市 株式会社小滝電機製作所 7410001006213 車載用ＬＥＤヘッドランプの新工法ライン構築による事業再構築の達成 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 仙北市 雲雀農園 産業廃棄物で未来を拓く 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社オートショップ神居 4410001013063 「先進安全自動車の車検・整備サービス」と「水性塗料を使った塗装サービス」への新たな進出 秋田信用金庫

東北 秋田県 にかほ市 株式会社東北高倍家 5410001011165 釣り船型レストランの改築と体験コンテンツの設置を通じた“総合体験型”施設への進化 グラビス税理士法人

東北 秋田県 大仙市 有限会社共栄メディカル 1410002011358 医療機器・介護用品販売・レンタル業からリハビリ専門デイサービスの開設 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 三浦木材株式会社 6410001006098 木材による脱炭素と空き家解決に向けたＢｔｏＢリノベーションへの挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 エイデイケイ富士システム株式会社 8410001000702 ＤＸ戦略実現による新サービス領域の拡大 株式会社みずほ銀行

東北 秋田県 大館市 浅井畳店 畳製造とのシナジー効果が期待できる表具業・生活サポート業への挑戦 株式会社シャイン総研

東北 山形県 新庄市 有限会社プラワー電子 6390002010993 手作業による高い技術力を活かした半導体製造装置製造業への新分野展開 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 酒田市 株式会社ウェルボン 9390001006882 新商品を気軽に試し買いできるリベート機能付きウェブシステムの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

東北 山形県 山形市 肉そば・鳥中華ざぶん 麺類等パッケージ商品を開発・販売する店舗兼セントラルキッチン新設と飲食料品小売への転換 山形商工会議所

東北 山形県 天童市 企業組合スイーツキッチン 7390005008365 新スイーツで通販事業へ参入、新商品の製造ライン設備導入事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 新庄市 大蔵山蕎麦ねぎぼうず 大蔵村初のベーカリー「焼きたてコッペパンとパニーニ」の店“出店で経営改善 山形県商工会連合会

東北 山形県 鶴岡市 有限会社伸栄実業 2390002010023 鉄道で培ってきた技術を活かし、ドローン導入により新たな顧客獲得を目指す！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 新庄市 株式会社ヌマザワ 3390001008629 「多死社会」を迎える地域で老舗葬儀社が取り組むワンストップサービス 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 インプレッションアイール株式会社 2390001005098 ＡＩ肌診断を使ったホームケアとメンズフェイシャルケアによる新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

東北 山形県 鶴岡市 株式会社ジェイファーム 6390001008320 飲食店向け冷凍ピザ生地と個人向け冷凍ピッツァの製造販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社わくわく舘 4390002013577 アフターコロナを見据えた和（米沢織ミュージアム）・食（地場産の魅力ある食）の提供による観光事業の拡大 米沢商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社三省堂印刷 5390001000690 学校同窓会運営のＤＸ推進プロデュース事業 山形商工会議所

東北 山形県 米沢市 有限会社おたまや 1390002013539 食材の乾燥粉末技術を駆使し、栄養素の高い粉末製品及びペースト製品の製造販売事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社リッツ＆マック 5390001013759 感染リスク回避！「無人化」店舗による急速冷凍餃子の製造販売 山形信用金庫

東北 山形県 東根市 次郎吉商店株式会社 1390001009645 地域プロジェクト『リンクむらやま』へのゲストハウス部門での参画による業種転換 北郡信用組合

東北 山形県 米沢市 株式会社安部吉 1390001009736 織産地米沢を建築インテリアに導く絹美装の立上げ及び普及促進事業 大澤　一雄

東北 山形県 鶴岡市 株式会社めぐるん 1390001012558 国際基準認証とＤＸで、サステナブル・ツーリズム事業トップへ 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 有限会社オオミヤ商会 4390002000550 イチゴパック用の薄型フィルムロール＆シートの開発・製造販売 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 酒田市 株式会社モトタテ 4390001006631 「宮大工」の伝統技術を口伝からＭＣを用いた木材加工の自動化へ　～デジタルアーカイブ、そしてＭＣで本業＋建具、建材販売～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 有限会社大井建設 8390002003764 エコジオ工法による軟弱地盤改良工事業への事業転換で売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社島貫製作所 9390002012946 精密部品の微細加工技術を活かし、医療機器部品である内視鏡先端部品加工を行う。 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社唐澤物流サービス 5390002012719 付加価値を持った新倉庫建設による地域物流拠点の構築。 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社エーバン 6390001014789 完全個室２４時間無人インドアゴルフスタジオ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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東北 山形県 酒田市 株式会社日野プランニング 8390001006875 カラオケボックスから焼肉チェーン店「牛角」への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 黒川プレス工業株式会社 6390001009839 順送プレス金型製造技術を生かした電気自動車向け部品製造への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社ウエノ 2390001008002 コイルの手巻き生産から自動巻線機開発による自動化への生産方式の転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 最上園　百姓ワタナベ 新たな時代に対応した“顧客と触れ合える”店舗施設整備 山形県商工会連合会

東北 山形県 上山市 株式会社カネト製作所 5390001004733 設立５１年目の挑戦！「半導体製造装置部品市場への新分野展開」 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 東根市 有限会社旅館さくら湯 3390002012431 温泉宿から旬のフルーツを使ったスイーツを売りにしたカフェ事業 稲葉　順一

東北 山形県 米沢市 アルス株式会社 8390001009738 木工の精密機械加工技術と断熱性能を駆使し、肌で感じる快適性能を追求したモバイルハウス製造事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社長南牛肉店 9390001007682 レトルト及び冷凍食品の製造販売による事業再構築とＳＤＧｓへの対応 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 ハヤシワックス スキー板のチューンナップ及びスポーツ用潤滑剤市場への新規参入 山形県商工会連合会

東北 山形県 寒河江市 丸松農園株式会社 5390001012331 ＨＡＣＣＰ認証工場建設による「学校給食・病院給食」への果物供給 井上大輔

東北 山形県 天童市 晃永運輸株式会社 1390001004357 運送事業の強みを活かした自動車用尿素水「ＡｄＢｌｕｅ®」の製造販売輸送 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社尾川園 2390002009197 日本茶専門店の新分野展開「古民家リノベによる日本茶カフェ開業」 鶴岡商工会議所

東北 山形県 寒河江市 大沼工業株式会社 6390002015555 廃プラスチックの削減を目指した建築工事用シートクリーニング業の創業 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社オール・ケッチァーノ 5390001008395 食のシナジー効果を狙った、多様性のあるレストラン事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 有限会社石川設備工業所 2390002008397 「廃棄野菜を活用したスマートベーカリーの展開」 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 東京ランドリー　しみぬき処　絹 全国初！クリーニングとしみぬきの技術を活かした古着屋の展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ＷＡＴＡＮＡＢＥ 6390002015852 足場工事業から運送業への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 東根市 有限会社松野屋 1390002012375 日本一大きい梅を採って食べてお茶できる梅菓子工場直売店 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 東置賜郡高畠町 有限会社ミツヨシ機工 6390002014763 設備導入とＩＯＴ導入と自社技術開発による医薬品充填装置部品への新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 山形市 石川建設産業株式会社 3390001002409 再生骨材の新規製造・販売による、建設リサイクル・ＣＯ２削減推進 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 有限会社清藤鉄工所 4390002011861 スムーズな運送体制を提供する運輸・倉庫業を開始する新分野展開 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 米沢市 有限会社高砂屋旅館 8390002014134 温泉力と健康「日帰り入浴施設」と「温泉付一棟貸し宿」構築プロジェクト 米沢商工会議所

東北 山形県 南陽市 株式会社ジェー・エス 3390001010618 多品種少量の石英部品から高付加価値な半導体洗浄槽の量産へ 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村 株式会社出羽屋 6390001012108 プライベート空間で山の料理を楽しむオーベルジュへの挑戦 丹野　覚

東北 山形県 山形市 株式会社ロードナイン 3390001005808 「自動車業界の大変革期」に対応する自動車工場へ！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社高橋木工所 2390001010924 古民家再生によるリノベーション事業・不動産賃貸事業への進出 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社Ｆ８ 8390001014523 山形庄内の新鮮野菜やブランド畜産、庄内小麦を使用した庄内餃子製造販売事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社小野工務店 1390002007144 廉価セルフペットサロン＆高温ランドリー事業で短日照地域のウィズコロナ生活に寄与 坪井　亮

東北 山形県 上山市 高精技研株式会社 6390001004765 インド向け天然ガス専用燃焼機器の画像検査化による事業再構築 山形信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社アクアプラス 4390001007415 地域の空き家を再利用する、中古住宅を性能向上リノベーションし販売する買取再生型不動産事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 山形県 東根市 西道精工株式会社 9390001009365 ＥＶ向けフィルム成型ダイス製品化による地域メーカー化への挑戦 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社花泉 3390001011888 山形初「ウォークイン冷蔵」「モバイルオーダー＆ドライブスルー」等の新たな生花販売事業で新規顧客獲得 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村 株式会社スペリア 4390001011986 理化学機器、半導体装置用ヒートシンク市場への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社木村ぶつだん 5390001012216 仏壇屋だからできる“感動して泣ける”新しいペットセレモニー事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 合同会社ＳＬＯＷＪＡＭ 1390003001897 食育体験教室、カフェ、フードトラック事業で意義を伝える新事業展開 丹野　覚

東北 山形県 山形市 有限会社ＨＬＰ 9390002005181 地域の「健康」と「経済」の向上に貢献する東北初プライベート型サウナの創出 兼子　和伴

東北 山形県 山形市 有限会社林博商店 9390002002204 びん商による山形県産天日干し米入りリユース一升びんのネット販売 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 天童市 株式会社半澤鷄卵 2390002005691 国内約５％の純国産鶏種こだわり卵を使った卵屋のスイーツ新販売 株式会社山形銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社佐島屋印刷所 6380002031891 紙から立体印刷へ！デザイン性の高い商品開発で地域活性化を！ 会津商工信用組合

東北 福島県 郡山市 株式会社クロスフードサービス 3380001008407 居酒屋“ハイカラヤ”から食堂“ハイカラヤ”への事業転換 山子　顕

東北 福島県 福島市 株式会社エフエムティー 9380001000250 新感覚サンドイッチキューバサンドによる新たな顧客の開拓 株式会社福島銀行

東北 福島県 田村市 有限会社石井設備工業 6380002015408 コロナ禍において需要高まるＤＩＹ商材の販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

東北 福島県 いわき市 株式会社ダイヤモンド・テイスト 2380001019917 冷凍技術を活用した通販商品の開発と店舗改装による新規顧客開拓 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 新井田農園 米農家の新しい形！籾殻燃料の生産販売で業績改善を図る。 渡邉　学

東北 福島県 いわき市 株式会社ＬａＬａコーポレーション 2380001027606 高級焼き芋製造・販売に挑む、スナック経営者の起死回生策！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 いわき市 Ｐｅｅｒ スナックで人気爆発の冷凍おつまみ餃子の販売事業 いわき信用組合

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社アウレ 5380001030193 地場産業底上げのためのイベント用デジタルアートコンテンツ提供サービス 福島県商工会連合会

東北 福島県 須賀川市 有限会社糸井火工 1380002020692 次世代型アプリケーションの活用による花火イベントの運営 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 株式会社イケダ 5380001000130 高性能ラジコン式草刈機の導入による新分野展開 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 フルーツレストラン　アイカ レストランバーからフルーツに関する総合専門店へ！ 浅田　章大

東北 福島県 郡山市 極辛味噌専門店麺屋つどい 本格簡単冷凍ラーメン「お家ＤＥラーメン屋さん」による事業再構築 郡山商工会議所

東北 福島県 郡山市 有限会社タックコーポレーション 7380002013617 相続・事業承継を主とした法人の経営課題解決コンサルタント 郡山商工会議所

東北 福島県 本宮市 リバーサイド 電気自動車によるコミュニケーションランチデリバリー事業の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 福島カラー印刷株式会社 4380001001419 動画市場に新規参入して、広告・販促サービスを強化し、デジタルネイティブ時代に合ったクリエイティブ制作会社をめざす 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 郡山市 株式会社チャイルド 4380001009189 無添加でアレルギー対応の身体にやさしいおやつ販売 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 ベニール 福島県産糠・廃棄果物活用した酵素温浴による循環ビジネス 岡田　忠

東北 福島県 郡山市 木村　聡 リラクゼーションサロン業の知見を活かしたデイサービス業への参入 吉元秀樹

東北 福島県 会津若松市 株式会社山木屋商店 2380001017920 地元食材を利用したテイクアウト事業と新規顧客層の獲得 有限会社クレメンティア

東北 福島県 耶麻郡西会津町 ひととき 観光向けドミトリー営業からワーケーション用個人向け宿泊施設への転換事業 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 加藤印房 印章業のきめ細やかな技術を生かしたスマホ修理事業 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 福島市 有限会社石のアオバ 3380002006855 石のプロが魅せるお庭を提案！本格エクステリア事業に参入！ 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 合同会社ＤＲＥＡＭＢＥＲＲＹ 3380003005055 ネイルサロンからネイル用品専門卸売・小売業とイベントスペース展開 郡山商工会議所

東北 福島県 郡山市 株式会社川口タンス店 1380001004886 家具小売業者が家具修理事業、布カーテン販売事業に参入 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社宗和工業 7380002007949 プレハブ組立業からグランピングへの取組み 佐藤　文雄

東北 福島県 郡山市 株式会社日本遮蔽技研 8011101055701 画像認識ＡＩとクラウドによる獣害アラートの開発 山子　顕
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東北 福島県 郡山市 中国名菜　華林 中華のプロが監修した「冷凍・冷蔵調理品」の開発・製造・販売事業の展開 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 株式会社ケー・アイ・プロ 8380001028524 携帯ＷＥＢシステムを活用した無人砕石販売等事業 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 白河市 有限会社千草屋 8380002018136 ライブコマース型オンライン料理教室による新たなネット売上創出 白河商工会議所

東北 福島県 郡山市 株式会社トシキ 2380001021294 大気汚染防止法改正に伴うアスベスト除去事業への挑戦と地域貢献 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社Ｂｉｏｔｏｐ 9380001022666 過去に海外でのみ販売されていた日本製自動二輪車の輸入販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社郡山鈴木食品 4380001005188 ＳＰＡ型ビジネスモデルの確立による冷凍発酵餃子の製造販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社ぱどっくオート 1380002025485 脱炭素社会に向けた電気自動車（EV・PHV等）を含む民間車検場の開設 ひまわり信用金庫

東北 福島県 河沼郡湯川村 株式会社エスピー工業 7380001018410 小型かつ複雑形状金属製品の溶接対応による食品加工機械部品等への進出事業 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 二本松市 有限会社樽井商店 1380002016369 飼料用穀物の輸入依存から脱却！畜産飼料の国内流通を推進する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 株式会社サカイ工業 7380001024755 地域の中心地で新鮮野菜専門レストラン及びゴルフバーオープン 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 伊達郡川俣町 株式会社絹川建設工業 1380001002956 バイオ炭を活用した炭農業普及によるカーボン・オフセット事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 須賀川市 株式会社あおい 4380001011112 ＰＡＲＫ－ＰＦＩを活用して温浴施設を整備、地域未来に貢献する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 岩瀬郡天栄村 二岐温泉　柏屋旅館 地域の社会的課題解決に向けた飲食事業及び弁当・惣菜宅配事業による事業再構築 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 有限会社クルーズプランニング 2380002027423 ワンランク上のキャンプ場に変身！新世代キャンプギア開発に着手 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 有限会社ちから寿し 5380002020656 東北初　冷凍握り寿司の販売に向けた冷凍調理品業界への新分野展開事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 二本松市 柳沼精工株式会社 1380001009506 表面技術の高度化により、ＥＶ車部品の耐食性向上を図る事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 株式会社ＳＯＬＥ 8380001020530 ファミレスからの転換！純生パン等のモーニング＆ランチカフェ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社三幸オートサービス 3380002009536 自動車整備工場併設型ＩｏＴカーウォッシュ事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 白河市 株式会社あおき 8380001010069 葬儀・お墓の価値変容に合わせた家族葬・樹木葬の展開 税理士法人イカワ会計

東北 福島県 二本松市 株式会社矢澤鋳工所 2030001077578 ロボット分野への進出と金型メンテナンス事業の事業化 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 郡山市 株式会社平成 7380001021835 ＦＡ　プラントの運営 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 株式会社郡中トラベル 9380001026865 旅行代理店の強みを活かした布団も洗えるコインランドリー事業 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 伊達郡川俣町 有限会社藤野機工 2380002005825 大径加工可能なＣＮＣ旋盤導入による船舶用油圧部品市場への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 有限会社上野台豊商店 9380002022483 コンテナハウス型店舗を設置し、”常磐もの”の加工品販売・飲食店を開始する事業 ひまわり信用金庫

東北 福島県 二本松市 菅野繊維株式会社 4380001009362 手編みでしか実現できなかった風合いを自動編機で実現しⅤ回復を目指す。 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社鳳伸 3380001006567 下水管更生事業の新規中核事業化による新たなビジネスモデルの確立 一般社団法人城西コンサルタントグループ

東北 福島県 白河市 こまや合同会社 6380003000904 脱・観光需要！脱・三密！脱・薄利取引！ 白河商工会議所

東北 福島県 二本松市 岳温泉管理株式会社 3380001009966 地域を再生する地産フレッシュチーズレストラン×ゲストハウスへの新分野展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 田村市 有限会社増子商店 4380002015491 古物の卸売および一般・産業廃棄物の収集運搬業から、廃プラスチック循環事業への進出 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 有限会社カンジ自動車商会 6380002000822 地域初！車両ノウハウを活かし、アウトドアショップ事業へ進出！ 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 株式会社西向建設工業 9380001008021 ランドリーカフェ運営による公共工事依存からの脱却及び『Ｎ－ＤＥＳＩＧＮ　ＨＯＵＳＥ』の認知度向上 株式会社商工組合中央金庫

東北 福島県 石川郡石川町 株式会社ヨコハマ・モーターセールス 1380001012096 ＤＭＭ．ＣＯＭの子会社から依頼の高規格救急車の開発と量産 株式会社常陽銀行

東北 福島県 須賀川市 株式会社ゴーイングホーム 5380001021969 土地確保から住宅新築までワンストップ提供できる新サービスの構築 漆間　聡子

東北 福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 4380001000701 ガソリンスタンドに特定整備検査に対応した福島県初の整備業者専用整備場を設置 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社源太 9380001012808 ノウハウを生かしｗｉｔｈコロナ時代のニーズに合わせたイタリアン展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 伊達市 株式会社リビングロボット 6010001189446 あるくメカトロウィーゴのユニバーサルデザイン化による新分野事業展開 大津留　孝明

東北 福島県 南相馬市原町区 株式会社エネルギー生活市場 8380001015646 地域密着！災害対策対応型コインランドリー事業計画 株式会社東邦銀行

東北 福島県 福島市 有限会社アネスティ 6380002016752 高効率製造ラインの再構築による金属精密加工の高速・高精度化と部品ユニット（機器）組立へのスケールアップ 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 有限会社くだもの畑 7380002006983 高品質米粉と福島の農産物を活用した米粉ピザの製造と販路拡大 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 野田鉄工有限会社 8380002002701 マシニングセンタを活用した建設機械用鋳鉄製品の仕上げ加工事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社芳賀沼製作 4380001019196 ウッドショックに対応した新たな建材の製造・販売分野進出 合同会社ＳＣＯＰ

東北 福島県 西白河郡矢吹町 有限会社佐藤フライス 9380002017863 「世界一」の切削加工技術で半導体・新エネルギー分野に進出！ 福島県商工会連合会

東北 福島県 会津若松市 有限会社こもれび倶楽部 7380002033631 フードデリバリーを軸とするデリバリーネットワークサービスの構築 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 株式会社サンワ電装 1380002023927 工場の設備保全の効率化を図る画期的サービスの開発 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社上信設備 6380001021290 バリアフリーリフォームに特化したリフォームショールーム事業 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 福島県 喜多方市 ８１商事合同会社 4380003004114 ビッグデータを活用し、地域商品の販売を行う無店舗型小売業による事業再構築 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 株式会社ＴＯＭ 7380001022734 独り身の将来不安を解消！単独世帯向けセルフ脱毛サロン開業 いわき信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社一矢建設 3380001017250 心技体を整え、新たな地域の時代に３６０度の働き方を考える空間 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 会津若松市 北斗印刷株式会社 6380001017826 ＵＶ特殊印刷による印刷業のソリューションプロバイダへの転換 有限会社クレメンティア

東北 福島県 本宮市 石橋産業開発株式会社 4380001009610 広尾エリア初！「働きながら健康に」「働きながら子育てする」コワーキングスペース、キッズスペースを融合したフィットネスジム 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 福島県 郡山市 株式会社共同物産 4380001004933 福島有名ブランドが提供する絶景を舞台にしたフォトウェディング 株式会社セームページ

東北 福島県 東白川郡棚倉町 株式会社ホズミ商会 8380001010606 老朽化したホテルのリニューアルによる新たな観光ホテル事業 山子　顕

東北 福島県 福島市 そば酒房香り家 手ぶらで本格的な食事体験をあなたに。グランピング施設の開設による地域活性化への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

東北 福島県 郡山市 株式会社エヌズメディカルケア 8380001023707 障害福祉の全世代包括ケアへの取組み 山子　顕

東北 福島県 福島市 有限会社金水晶酒造店 4380002000997 福島県のテロワールを最大限活用し地域全体で事業再構築を図る！ 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ＯＮＥ’Ｓ　ＬＩＮＫ 7380001026033 療育×テクノロジー　ＩＣＴを活用した障害児通所支援事業展開 株式会社常陽銀行

東北 福島県 二本松市 有限会社鈴憲商店 1380002016328 ウィズコロナ「洗✕洗」で切り開く未来事業 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 福島市 株式会社阿部紙工 8380001000103 データと印刷のワンストップ事業による、セキュリティ印刷の開拓 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社カネマン 1380002031558 杭抜き工事の事業化による解体事業の一貫サービスの実現と地域内経済循環 会津信用金庫

東北 福島県 郡山市 アイアンドアイ株式会社 8380001004335 「自動車整備工場における働きやすい改善事業～ツナギクリーニング・工場機器の安全点検～」 オーナーシップ株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社ドリームディレクション 2380001024636 マーケティングやブランディングのノウハウを活かしたフォトスタジオ、動画配信スタジオ事業 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社アイホールディングス 7380001003643 新事業である牛肉・豚肉・鶏肉の生鮮加工センターの構築 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社第一印刷 8380001000763 切抜／装飾による雑貨商品等への新価値及び地域貢献での再構築事業 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 株式会社丸峰観光ホテル 4380001017860 当社既存の温泉設備、ホテル建物、地域特性を活かしたワーケーション事業の確立 会津商工信用組合

東北 福島県 東白川郡塙町 有限会社はなよし 9380002019208 「宿泊型家族葬」、「生花祭壇プロジェクションマッピング」田舎の葬儀屋の生き残り策 株式会社常陽銀行
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東北 福島県 いわき市 吉田ゴム工業株式会社 7380001014104 最先端のデジタル設備の導入による市場拡大と生産性向上の両立 ストラーダ税理士法人

東北 福島県 いわき市 ウェルド・テック株式会社 6380001020953 素朴な見た目でも栄養満点な焼き芋を「壺焼き製法」で提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 いわき市 株式会社新研社 3380001013027 学校向け教材卸販売業から学習塾経営に業種転換する為の事業計画 いわき信用組合

東北 福島県 本宮市 有限会社糀和田屋 5380002016984 麹を使った菓子製造ならびに販売のための新分野展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 耶麻郡西会津町 橋谷田ファーム株式会社 4380001022423 ＳＤＧｓを意識した地域循環型農業施設整備事業 鈴木　憲司

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 有限会社みなとや 5380002033253 地元米粉を使用したグルテンフリーパンを販売する「猪苗代ベーカリー＆カフェ」の新分野展開 株式会社福島銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社富久栄商会 7380001028038 生産者と顧客を笑顔で繋ぎ地域活性化を目指すサステナブルなコーヒー・チョコレートの製造 福島県中小企業団体中央会


