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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

東北 青森県 弘前市 有限会社美加美食品 8420002014337 焼き鳥美加美・新分野精肉小売店の市民市場出店事業 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 株式会社北海道レストラン 8420001014098 ひとくちから始まる北海道旅行。「３６５まいにち、ほっかいどう」出店計画 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 青森県 八戸市 有限会社山千岩村商店 9420002006085 リキッドフリーザー新規導入による荷物輸送サービスを活用した販路拡大事業 佐々木　哲郎

東北 青森県 黒石市 肉の倭 ウィズコロナ時代を乗り越えるべく、ＢＢＱ向け精肉店開業およびテイクアウト用弁当販売に挑戦 株式会社青森銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社アステリア 8420001016210 黒たまごの熟成倉庫の新設による販路開拓 前薗　浩也

東北 青森県 青森市 柿﨑調査士事務所 短時間・効率化でコロナ対応３Ｄレーザースキャナー図面作成事業 青森商工会議所

東北 青森県 弘前市 有限会社ハーモニック 7420002013967 エステサロンから健康的に痩せるに特化したパーソナルジムに挑戦！ 帯川　雄三

東北 青森県 弘前市 としぞう　 オリジナル「もつけダレ」の完全内製化及び販路開拓事業 弘前商工会議所

東北 青森県 八戸市 ブルーカンパニー株式会社 8420001007449 屋形船運航会社が地元酒蔵の酒粕を用いて炭火焼き魚販売に進出する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 十和田市 ＢＡＲ　Ｋ’ｓ ほっと一息でき地元の魅力発信する”デザート提供事業” 十和田商工会議所

東北 青森県 上北郡おいらせ町 桃川株式会社 6420001012244 紙パック充填技術獲得による県外・国外向け戦略商品ラインの拡充 株式会社ゼロプラス 東京センチュリー株式会社

東北 青森県 八戸市 Ｑｏｏ　Ｑｏｏ　ＭＡＮＩＡ 介護脱毛を含むＶＩＯ脱毛エステに特化し、都度払いのカジュアルな脱毛エステを提供 千田　道雄

東北 青森県 青森市 株式会社ハートケアサービス 4420001004664 精神障害者のサステナブルな自立を目指すエコ障害者施設 表参道税理士法人

東北 青森県 青森市 有限会社上ボシ武内製飴所 6420002001460 老舗菓子企業が挑む新たな除菌水活用のための機器開発と販路開拓活動 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 ＳＳシバタ産業株式会社 1420001007819 個人向け「ユニバーサルデザイン」の外構・リフォーム工事事業 レンタルＥＣ株式会社

東北 青森県 北津軽郡板柳町 合同会社中畑ファーム 5420003001238 自社農園のりんごや地域の野菜果物等を直接消費者に販売する販路開拓事業 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 青森市 株式会社山神 1420001002126 サスティナブルなホタテ養殖からＳＮＳを駆使したエシカルな貝殻再利用事業へ 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社日本システム 1420001006291 地域インフラに安全・効率を！燃料販売事業者のドローン事業挑戦 株式会社岩手銀行

東北 青森県 三戸郡階上町 有限会社サンニサン 5420002009455 鉄・ステンレスの薄物に加え厚物・アルミの加工を行い新分野進出 青い森信用金庫

東北 青森県 三沢市 有限会社のぞみケアセンター 3420002019142 高齢福祉事業の実績に基づいた配食事業・無人販売事業への転換 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 株式会社フォルテ 6420002005692 既設監視カメラをＡＩカメラ化するデバイスの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

東北 青森県 弘前市 株式会社東管サービス 6420001009273 ウィズコロナ時代におけるＢｔｏＣ販売チャネル拡充を企図した倉庫併設型ショールーム建築計画 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 ヤマモト食品株式会社 9420001002135 海外進出を見据えた常温水産加工食品製造販売事業への新分野展開 石動龍

東北 青森県 青森市 東和管工株式会社 9420001001541 地域に愛されるあさひ温泉の再生 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 ｂａｒｐｐｏｉ 青森県の魅力的な食材を加工した冷凍海産物通信販売事業に進出 株式会社青森銀行

東北 岩手県 北上市 佐々木開発 幹細胞培養液含有の美容液と高級エステ機材を使ったアンチエイジング専門サロン 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社南部富士カントリークラブ 2400001004123 全面プリントのオリジナルウェア製造販売で新市場進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 滝沢市 一般社団法人アイズ 2400005007972 バスケットボールスクールのアプリによる動画配信でスキルの地域格差をなくす！ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 下閉伊郡山田町 有限会社三陸パーツセンター 7400002011262 本業の自動車リサイクル事業を活かし、製造業へ転身 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 紫波郡紫波町 たまくさ 天然資源を活用した薬草料理のおもてなしによる地域貢献 盛岡信用金庫

東北 岩手県 一関市 有限会社松勘商店 3400502000636 真空パック加工による米の海外輸出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 喫茶喫酒　六花 高まる健康志向に着目し自家製米を使用した糀調味料の製造 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 岩手県交通サービス株式会社 5400001013369 Ｑｕｉｃｋ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　”Ｋ” 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 一関市 東里工業株式会社 5400501000668 ○ カーボンニュートラル実現に向けた電気自動車向け蓄電池製造事業への進出

東北 岩手県 一関市 株式会社セキエイ 2400502000414 ○ カーボンニュートラル実現に向けた電気自動車向け蓄電池製造事業への進出

東北 岩手県 岩手郡雫石町 有限会社美建工業 4400002006711 脱炭素社会に向け地域資源活用による高機能住宅提供で収益力強化 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 株式会社パワー・ブレン 2370601002397 鮭フレークの製造を活かした瓶詰ペットフードによる新分野展開 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ベストサーベイ 7400002002922 測量会社のＤＸ！ドローンで業務革新＆新規顧客開拓を実現 トキワコンサルティング株式会社

東北 岩手県 盛岡市 クックサービス株式会社 6400001000556 コロナ禍でダメージを受けた店舗向けへのクラウドシステムの開発・提供 税理士法人ミライト・パートナーズ

東北 岩手県 北上市 有限会社東新 7400002010009 建設会社が地元「北上市」のために除排雪事業で地域社会に貢献する事業 株式会社岩手銀行 いわぎんリース・データ（株）

東北 岩手県 盛岡市 株式会社カガヤ 2400001001896 生産性向上と働き方改革に資する新たなソフトウェア開発・販売事業への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 株式会社タカマス 4400001009418 新たな下宿サービス提供による地域の学校活性化や交流人口増加 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸市 北舘菓子舗 新郷土菓子「羽付き縄文人雑穀クラッカー」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 株式会社アルゴス 5400001000094 指定工場の新設による車検サービスの新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社高勇製作所 4400002009499 最新鋭デジタルプロファイル研削盤導入でプレス用金型製造へ参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 滝沢市 有限会社Ｄ’ＳＴＹＬＥ 8400002006542 北東北初！ストーブ専門店の提案する薪サウナ専用展示場新設で、シナジーを最大化！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸郡一戸町 株式会社奥中山オートサービス 7400001008243 地域課題の解決に向けた大型・大型特殊車両整備事業への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 陸前高田市 有限会社中野塗装 4402702000563 家族としてのペットのメモリアル商品の製造販売 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 岩手郡岩手町 株式会社宮崎商店 4400002007759 充填所新設でＬＰガスの拡販・低炭素化へ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 東京自動車株式会社 6400601001061 健康でも地域の人々の生活の質向上に貢献、フィットネス事業参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 有限会社谷地林業 5400002013137 林地残材を活用したバイオ燃料と炭化による６次産業化事業 盛岡信用金庫

東北 岩手県 花巻市 株式会社伸和光機 8400001005330 業界最高水準の品質保証体制による半導体製造装置部品の生産対応 株式会社フラッグシップ経営

東北 岩手県 奥州市 株式会社村孝 1400601001074 金物小売業が自社の強みである「技術力」と「提案力」を武器に、アウトドア業界に新たな付加価値を提供する事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 ヘアーサロンオリジン 完全個別のリハビリとコンディショニングによる健康へのアプローチ 水沢信用金庫

東北 岩手県 気仙郡住田町 有限会社村健塗装 8402702000411 塗装会社が手掛ける住田町初の地域密着型コインランドリー事業 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸市 有限会社タケダ 8400002012367 県下初の無人セルフ脱毛サービスの展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 久慈市 有限会社野場造花仏具店 2400002012975 ペット葬祭参入とコロナ対応店舗への改修によるワンストップ供養店舗 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社文化印刷 8400001006948 快適な暮らしを実現　印刷業のノウハウを活かしたインテリア製品製造に挑戦 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 遠野市 株式会社立石工務店 3400001006655 世界的デザインで地域の成長を支える！工務店の建売住宅販売参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社山人 3400001006564 廃業の温浴施設を再生！　キッチンスタジオ＆薪サウナカフェ 北上信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ＢＬＵＥ・ＧＡＲＡＧＥ 6400002006800 アメリカ軍及び政府に認められた最強防護コーティング剤を活用した、特殊性能コーティング施工事業への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社麦わらエンタープライズ 7400001015388 農産物栽培からカフェを中心とした農園ビジネスへと事業を再構築 工藤　健人

東北 岩手県 紫波郡紫波町 株式会社ＥＩＫＯＵ 7400001014464 モールテックス施工技術を活かした家具製造業の立ち上げ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 ウッディライフサービス 森（モリ）活（カツ）で早池峰を森（盛り）上げる～森でしかできない新たな可能性～ 花巻信用金庫

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社ＫＮ自動車 8400001013770 アウトドア・キャンピングカー事業への進出によるポストコロナ・ウィズコロナ時代への対応 堺田　幸志

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＩＤＥＡＬ 4400001014236 排便機能障害を改善する骨盤底筋トレーニング装置の量産生産と生産設備の構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社東亜電化 5400001001712 電動アシストスポーツ自転車市場へのめっき加工の新規展開 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 宮古市 株式会社角登商店 7400001007121 ガソリンスタンドにおける非接触型決済コインランドリ－導入による事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社東北田村米菓 1400601000241 食感も味付けも自由自在！製造条件可変型ラインの構築による輸出専用「銀座餅」の開発と海外展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 十一屋株式会社 7400001000778 いわての日本酒と地域の飲食店との共同開発商品の料理セット販売事業 穀田　秀

東北 岩手県 岩手郡雫石町 有限会社フクオカ食品 2400002006589 地域資源活用と食品ロス削減が実現できる油揚焼売の製造・販売 岩手県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社昭希 5370802002268 床材研磨時の石綿（アスベスト）集塵措置を講じた総合内装解体業への新分野展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社オリジンケア 1370001013418 利用者とご家族が安心して過ごせる住宅型有料老人ホームへの転換 ＷＡＫ株式会社

東北 宮城県 塩竈市 有限会社シェヌー 8370602000849 フレンチシェフによるフランスパンサンドイッチの新たな可能性 塩釜商工会議所

東北 宮城県 多賀城市 合同会社雨月 5370003004089 希少なトップスペシャルティコーヒーの生豆販売の新展開 ｔｅｔｏｔｅ行政書士法人

東北 宮城県 多賀城市 一般社団法人地球の楽好 9370605000713 ＥＣサイトで叶える赤鶏の仙台味噌漬けと安心安全幼児食の製造販売 藤島　有人

東北 宮城県 岩沼市 株式会社スプラウトジャパン 1370801001588 観光マーケティングサービスを基盤とした付加価値創造型企業への転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社及川工務店 9370002000416 軽車輛専門︕小回りの利く機能性キッチンカーを製造販売する事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社シーズ 5370001011640 オリジナル燻製ナッツの自社製造販売による新商品開発及び販路拡大 株式会社萼コンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 合同会社ＴｓｕＫｕＲｕ 2370003004678 アフターコロナの生活様式に対応するフードデリバリー専門店舗の開業支援 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 株式会社ペントハウス 1370001024084 ＩＴ技術を活用し潜在美容師が活躍するヘアカラー専門店の新事業 アイアンドエス税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大和町 いわさき整骨院 整骨院と介護を連携させた地域密着型通所介護施設の開設 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 合同会社イデアバース 8370003004425 美容経営ノウハウを活かしユーザー体験の最大化を目指したヘアデザインマッチングサイトの構築・運営 合同会社ミア・カーサ経営支援室

東北 宮城県 仙台市青葉区 ワイティープロダクト株式会社 9370001015563 福利厚生として展開する保養所を兼ねたリラクゼーション施設の展開 安達　曉宏
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東北 宮城県 宮城郡利府町 株式会社南クラフト 5370001044566 ニッチ分野【水上バイクのパーツ】におけるＥＣサイト事業 山田　祥雄

東北 宮城県 仙台市青葉区 特定非営利活動法人ボランティアインフォ 3370005003396 スタッフケータリングとイベント飲食出店のコーディネート事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市若林区 ＬｏｖｅｔｈｅＬｉｇｈｔ 新しい紙素材による「あかりシェード」のデザイン開発及び販売促進 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 栗原市 株式会社倉元製作所 1370201003004 超精密加工・研磨技術を活かした次世代半導体事業への新展開 東京中央経営株式会社

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ヴォワザン 7370001031422 仙台市の洋菓子店が挑む、アニバーサリー用冷凍ケーキのＥＣ販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 エーエスジェイ株式会社 1370001023292 有害物質や貴金属を回収する熱磁気分解炉の販売でＳＤＧｓな社会の構築に貢献する 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社メアリ 6370002017371 ＰＣ教室でのシニアビジネスノウハウを活かした不動産事業展開 嚴　栄好

東北 宮城県 伊具郡丸森町 有限会社石田製作所 6370102001630 新たなプレス金型等製作への進出に向けたワイヤ加工工程の加工精度向上及び加工効率改善計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

東北 宮城県 富谷市 さいとう歯科クリニック 障害者に対する新規歯科サービスの展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 青葉クリエイト株式会社 5370001007572 無人ホテルと野菜を中心とした食品企業への進出 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 2370002002286 高精度の金属部品加工業から樹脂部品加工業へ 五十嵐　忍 リコーリース株式会社

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社ドリオラ 7370101001820 クラフトビール専門店による新規クラフトビールの醸造事業 昭和信用金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社ファイブエム商事 3370302001994 Ｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナを見据えた非接触型焼肉店 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｃ．Ｇ．Ｅ 1370001043539 空き家を有効活用！地域課題解決に貢献するサスティナブル民泊事業 つばさ税理士法人

東北 宮城県 大崎市 有限会社サウザンドリーフ 7370202004111 新たな市場を見据えた冷凍食品製造業の展開 古川商工会議所

東北 宮城県 名取市 有限会社浜口商店 2370802000539 地場産業の再建に貢献する国内向けの「乾燥あわびの製造販売」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 大日工事株式会社 5370001024155 ｗｉｔｈコロナ・人生１００年時代に対応した超速硬コンクリートの練混ぜ販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 宮城郡松島町 菊地水産合同会社 7370003003436 生食用カキの製造販売、および海外展開を視野に入れた冷凍カキの製造販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社青木設備 4370001014867 ○ 安心・安全な面会をサポートする陰圧装置付面会ブース提供事業への新分野展開

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社コウシン創建 3370001024603 ○ 安心・安全な面会をサポートする陰圧装置付面会ブース提供事業への新分野展開

東北 宮城県 仙台市泉区 合同会社ｌａｊａｐａｎ 3370003001773 投稿するたびにビジネスになるオンリーワンのＳＮＳ「マイユニバース」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｒ＆Ｃ　Ｂｕｉｌｄ 6370001031621 「体育会系や健康志向の男性向け『整体×ストレッチ』事業への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市若林区 オリジナルケーエス株式会社 8370001002793 手術用特殊テープ（ドレープ用等）の印刷＆加工技術の確立 株式会社アイピーアトモス

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社早坂サイクル商会 7370001009807 電動バイク（ＥＶ車）を主軸とした新たな事業の展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 東松島市 株式会社佐藤商店 1370301000578 葬儀業で培った宿泊のノウハウを別荘民泊業（簡易宿所）に応用　ウィズコロナ時代に適応する新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ガーデン二賀地 2370001007518 自社開発アプリを中心としたＤＸ導入による事業再構築 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

東北 宮城県 名取市 株式会社中央製作所 9370001045593 大規模データセンターの電力消費量増加を抑制する電源ユニットの開発 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社パス 7370002001523 東北地方を活性化させる木質の中間処理に特化した「循環型社会構築事業」 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 柴田郡柴田町 有限会社イマサカボディー 2370102002855 「クルマ」に関わる消費者意識の改革と法人需要への更なる対応 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 岩沼市 小野精工株式会社 4370801000348 創業７５年で築いた技術力・信用力の伝承に向けた新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 名取市 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｐｌｕｓ 3370001045021 小規模工事のニーズに特化した産業廃棄物の積替え保管・収集運搬事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 名取市 株式会社テクノガレージ 8370801001771 トータルカーサポートを実現するためにエーミング・アライメントサービスの開始 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社石井土木 2370001001520 いいね！建設業でＤＸソリューション！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ラサキ不動産 4370001040467 地産地消ジェラテリア×ゴーストキッチンの２本柱でリスク分散・収益増へ 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社路禅 7370001022710 飲食店が多様なニーズに対応するため、レンタルスペース事業に参入 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社ヘアーステーシヨン 1370002003822 既存事業との相乗効果を！美容と健康をコンセプトとしたカフェ事業への新分野展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 ブエンモスト株式会社 6370001040688 ワイン製造に新規参入、ワイン輸入業者のワイン製造業への挑戦 髙橋　香代子

東北 宮城県 仙台市青葉区 一般社団法人ぶれいん・ゆにーくす 3370005003297 社会福祉事業者による障がい者を雇用し運営するアロマスクール事業 株式会社ジャストコンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 仙台商事株式会社 6370001002408 賃貸管理する空室を活用し、地元食材による弁当製造販売を行う事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社フィダール 3370002005882 らーめん堂仙台っ子がつくる健康特化型業販家庭用食品製造 桃野　敬

東北 宮城県 黒川郡大郷町 有限会社宮建興業 5370002020376 解体工事から発生する廃木材をリサイクル利用する薪の製造及び販売事業 郡山　健一

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社クレア 1370001007832 業界初の「ＳＤＧｓ社員ＡＩサーベイ」で、全国展開事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 グレイス 日本酒バーからフラワーＣａｆｅへ　地域と連携・ＳＤＧｓで地域創成を目指します。 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 株式会社東北農都共生総合研究所 5370001022720 廃校利活用、キャンピングトレーラー型グランピング事業への参画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社相澤製作所 5370001002499 建機向け金属部材・アタッチメント等製作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 柴田郡柴田町 株式会社ヒキチ 6370101000195 リチウムイオンバッテリー積層用金属部材等加工技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 東北黒沢建設工業株式会社 2370001006404 アウトドア体験型バーベキュー施設の運営事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社マルワステンレス工業 7370002008741 防疫対策等のための家畜運搬車荷台製作ライン構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 大崎市 有限会社タイヨースチール工業 8370202000712 家畜防疫市場の拡大に対応するための衛生環境サービス構築時業 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ｃｏｍｍｅ－ｎｔ 5370001024031 地域資源を最大化させる農商官連携ブランディングデザイン構築事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社新澤醸造店 2370201000339 ジャパンブランドを支える老舗酒蔵　新スタイルの印刷業への挑戦と再興 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社東北亜鉛電材製作所 9370001004302 太陽光パネルの敷設作業効率化に向けたアイディア製品の製造 株式会社みずほ銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 のっぺらぼう 居酒屋事業から宮城県産材料のみで製造された地産地消の蕎麦店への事業転換 インテグリ税理士法人

東北 秋田県 潟上市 有限会社魚礁 7410002004208 「天然フグ」を手軽に食べられる冷凍加工品製造販売事業への挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 能代市 エモーショナルダイニング株式会社 1410002010087 セントラルキッチンを活用した新規事業への参入 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 有限会社美さわ 8410002009098 秋田名物「きりたんぽ鍋」セット等の冷凍製品製造による全国お取り寄せ販売事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社田中産業 6410002013119 海賊船艦内をコンセプトにした新しい非日常感を楽しめるバル 税理士法人ザイム・ゼロ

東北 秋田県 湯沢市 有限会社本家仕上屋 4410002008153 ウィズコロナを乗り切る　新しい生活様式に対応したインテリアクリーニング 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 潟上市 有限会社渡部畳店 1410002005962 おうち時間向け、洋間でも快適な和空間を演出できる縁無畳家具の開発 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 仙北市 株式会社安藤醸造 8410001008448 アウトドア専用和風調味料ブランドＥＣサイト立ち上げと販路開拓 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 日本精機株式会社 1410001002069 洋上及び陸上風力発電用風車の部品製造分野への進出 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 ノマド ウィズコロナ・ニューノーマル時代を勝ち抜くためのＤＸ　支援事業 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 湯沢市 株式会社高瀬電設 4410001005671 脱炭素や省エネに資する設備導入による原発向けセキュリティゲート部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 秋田県 秋田市 有限会社レッツ 9410002004263 美容事業、化粧品販売から、脱毛サロンへの事業転換 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 有限会社成美商事 3410002000020 酒販売から新事業拠点での食品や酒器販売による新分野展開 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 ここほれワンワン 古着販売を通して究極のＳＤＧｓビジネス体制の構築 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 大仙市 宮腰精機株式会社 3410001008072 設備導入と自社技術開発による紙工機械製造への新分野展開事業 一瀬　章

東北 秋田県 秋田市 株式会社阿久津建工 3410001004006 建設業から最新機器による痛くない脱毛サロンへの挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 大仙市 株式会社ＩＭＩ 2410001009328 ポーランド人によるオリジナルレトルト食品開発と全国移動調理販売 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 新政酒造株式会社 8410001000157 醸造実績の強みを活かした木製醸造器具（木桶）製造事業への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 一般社団法人浅舞婦人漬物研究会 3410005005999 新機軸野菜加工製品群創出計画 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社角繁 5410001000853 木材加工卸売専業から建築工事業にも挑戦、顧客の問題解決を果たす業態転換の実現 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 おおぶち整骨院 コロナ禍でも集客可能な複合型運動施設の新設によるヘルスケア事業の展開 秋田商工会議所

東北 秋田県 横手市 株式会社出端屋 8410001009256 「中食」市場への参入による総合飲食サービス業態の確立 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大仙市 高橋徹 秋田県の伝統ある古民家を改装した小団体向け宿泊事業 稲葉　順一

東北 秋田県 横手市 株式会社ステージ 4410001011422 オガクズ酵素風呂と薬局のシナジー効果による地域の元気創造 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 5410001004375 大型ビジョン広告や映像提供を通じた広告事業への業態転換の実現 株式会社秋田銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社エスティーエム 5390002010598 回生機能付き電源装置製造の内製化による業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 有限会社サルビア 6390002001150 働くママの育児疲労を緩和する頭身浴リラクゼーションサービスの提供 佐藤　勇樹

東北 山形県 鶴岡市 蜩 老若男女、各地からのお客様へ珈琲と憩いの場を提供する事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 東村山郡山辺町 安達株式会社 1390001002402 放課後等デイサービスによる障害福祉事業計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 天童市 ゲインズ 山形の食文化を盛り上げる店舗＆キッチンカー Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

東北 山形県 寒河江市 株式会社東門 7390001012346 和食職人による食品製造業への進出と地元ブランド食材の廃棄ロス削減 山形中央信用組合

東北 山形県 山形市 和の月 新しい販売方法無人販売によるマーケット戦略展開事業 山形商工会議所
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

東北 山形県 長井市 斎藤製麩所 新分野「麩の真空冷凍惣菜」による販路拡大と事業再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社山形樋口製作所 1390001010702 ＥＶ車向け蓄電池電極製造用の焼成炉装置製造の新分野展開 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 東置賜郡高畠町 まごころ住設株式会社 7390001010341 観光需要の季節変動を考慮した歴史ある温泉を活かすオートキャンプ場経営 株式会社山形銀行

東北 山形県 上山市 株式会社片桐製作所 7390001004731 自動車部品製造ノウハウを活用した医療用錠剤製造分野への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 佐藤繊維株式会社 8390001011784 天然繊維と無縫製の編立技術による女性向けインナーの量産体制の構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＣＴＯコンチネンタルトレジャーオフィス 1390001005652 キャバクラ事業からの撤退。そして、山形ラーメン界の頂きへの挑戦 阿部　哲

東北 山形県 米沢市 株式会社Ｙｕｍｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｊａｐａｎ 1390001015593 マインドスケール基本構築事業 佐藤税理士法人

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社ウィルデンタルラボ 2390002010543 歯科医院向け自由診療支援事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

東北 山形県 米沢市 有限会社高榮工業 5390002012826 高精度加工技術を活かしたＥＶ車載の電子機器装置市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 有限会社置賜オート 9390002014851 新型自動車に対応した鈑金塗装とＳＰＰＦ・ラバーディップ事業への新規進出 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社ファインエージェント 4390002010376 地域初！キャッシュレス対応最新洗濯乾燥機を導入した有人コインランドリーの開業			 鶴岡信用金庫

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 株式会社大木工業 6390001014756 工作機械部品への設備とＩＯＴ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 長井市 有限会社こだま 6390002006843 コロナ禍に対応した通夜から葬儀・遺品整理までの新葬儀サービスの新分野展開 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 鶴岡市 ライフアート株式会社 6390001013064 調剤薬局とのシナジー効果を狙った、女性専用非接触型フィットネスへの新規参入 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 株式会社昭和館 1390001015817 レストラン事業での新分野展開による山形の『食』魅力発信 北郡信用組合

東北 山形県 天童市 キノシタ設備株式会社 3390001012597 地域農作物を活かした冷凍加工食品製造と移動オーガニックカフェ 天童商工会議所

東北 山形県 米沢市 はまだ牧場 持続可能な農業の実現！米沢はまだ牧場　ミルクマイスターが創るジェラート・ソフトクリーム事業 佐藤　登美子

東北 山形県 天童市 有限会社西尾工務店 2390002005675 「地域コミュニティ複合施設」を活用した暮らしの新サービス展開 森藤　啓治郎

東北 山形県 山形市 株式会社三五郎 9390001000695 体験して遊んで泊まれる体験型宿泊施設へ 税理士法人大藤会計事務所

東北 山形県 米沢市 株式会社ＲＡＤＩＴＥ 8390001016602 山形県置賜地域初の育毛サロン事業の新規立ち上げ 米沢信用金庫

東北 山形県 東置賜郡高畠町 錦爛酒造株式会社 6390001015894 地域初！老舗酒造が作る本格果実酒とリキュールで新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ビ・ボーン 7390001012321 郷土料理ブランド「やまがたばあちゃんの味」食品加工製造販売店事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 東村山郡山辺町 有限会社スズタカ 3390002003249 子育て世代の女性テレワーカーを支援するワークブース製造販売事業 室岡　庸司

東北 山形県 鶴岡市 株式会社田村農機 7390002010191 農機具店が挑む！高いシナジー効果を生み出す建機レンタル事業！ 山形県商工会連合会

東北 山形県 長井市 株式会社エヌ・アール・シー 1390002014999 環境にやさしいＳＤＧｓ時代の工法で日本のインフラを守る！ 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 株式会社平山設備工業 6390001009459 日本初、さくらんぼ用ビニールハウス電動開閉装置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 西置賜郡白鷹町 有限会社松下商店 7390002015208 カーコーティング事業参入による利益体質への改善計画 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 東奥建設株式会社 5390001001301 最新デジタル機器を活用した模型販売と教室事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 酒田市 本竹商店 地域の課題を資源に変える「焼き菓子製造」による新分野進出 酒田商工会議所

東北 山形県 上山市 高松精機株式会社 7390001004797 高精度自動旋盤導入による水素燃料電池車用部品受注獲得と生産対応 山形信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社宮島屋旅館 1390001007847 庄内・湯野浜初！「グランピング型滞在客室」＋「地元庄内の魅力体験サービス」 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 寒河江市 Ａ＆Ｍ　ＯＮＬＩＮＥ ペットｗｉｔｈワーケーションと２４時間年中無休の屋内ゴルフ練習場を融合させた、ハイブリッド１棟貸し宿泊事業 山形中央信用組合

東北 福島県 福島市 クリーニング北沢 オゾンウェットクリーニングを用いた皮革複合材料製品の高品質洗浄サービス 福島信用金庫

東北 福島県 南相馬市原町区 川口商店 コロナ禍での「巣ごもり需要」に対応した貸切露天風呂新設計画 原町商工会議所

東北 福島県 郡山市 澤上商店 本場ベトナムのテイクアウト商品の開発による事業再構築 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社とことん 4020001094143 画像処理サービスとスマホアプリを組合わせた顧客囲い込み支援のためのプラットホームの販売 横浜商工会議所

東北 福島県 いわき市 メイクハート株式会社 8380001030034 居酒屋から横浜家系ラーメンのフランチャイズ店で事業転換 税理士法人横浜総合事務所

東北 福島県 郡山市 株式会社アクティブネット 6380001008569 店舗の一部撤去に伴うテイクアウト事業への挑戦 滝田　薫

東北 福島県 須賀川市 ウェルネスゲート トレーニングスタジオによる「スポーツ愛好家」向けセルフ脱毛サロンの展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 合同会社キッチンと 8380003004226 居酒屋店舗改装工事＆冷凍自販機設置・広告看板、新聞折り込みチラシで集客計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 福島県 いわき市 アボンド Ｚｏｏｍと３ＤＣＡＤを使ったジュエリーリフォーム事業で販路拡大 いわき信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津精密技術研究所 2380001031244 静電チャック用セラミックプレートの安定的供給するための生産体制の構築 会津信用金庫

東北 福島県 田村市 有限会社常葉製作所 6380002015275 進展するデジタル化を支える半導体製造装置部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 郡山市 プライムケアイースト株式会社 9380001008087 医療什器の長寿命化メンテサービスとリサイクルでコスト改善と環境負荷を軽減 田村　俊和

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社星自動車 9380001017831 次世代自動車に対応したグリーンな自動車複合施設の開設 中村　健一郎

東北 福島県 二本松市 株式会社ブラストラック 5380001022694 ブラスト技術による表面処理からウォータージェットによるコンクリート斫り工事への取組み 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 株式会社クロスソフトウェア 4380001008141 ソフトウェア受託開発からドローンＳａａＳ事業への進出 山子　顕

東北 福島県 田村郡三春町 佐藤酒造株式会社 4380001007977 酒蔵が挑むリキュール、焼酎の開発と日本酒の海外市場展開 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 株式会社Ｇ－Ｈｅａｄ　ｑｕａｒｔｅｒ 7380001026009 夜から昼へ！エンターテイメント空間を楽しめるカフェ事業への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 耶麻郡北塩原村 株式会社大和製作所 2380002035161 コバルトクロム合金による人工関節市場への次世代切削加工の展開 株式会社北関東Ｍ＆Ａサポート 三菱電機クレジット株式会社

東北 福島県 伊達市 有限会社白井木工所 5380002006242 木材の精密機械加工技術を獲得し、ロボット部分製造メーカーに飛躍する 田村　俊和

東北 福島県 いわき市 ワンダーフード株式会社 9380001028135 自社厨房整備で惣菜販売とコロナ禍でも施設へ安心の調理メニューを提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 田村郡三春町 三春自動車工業株式会社 7380001008056 福島県初となる全メーカーのＡＳＶに対応したワンストップサービスへの挑戦 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社大内豆腐店 9380002008292 豆腐製造業から福島県産代替ミート惣菜製造業への新分野展開 郡山商工会議所

東北 福島県 石川郡古殿町 アルファスタイル リモートワークに最適なハイブリットフレキシブルオフィス事業の参入による新分野事業の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 須賀川市 株式会社プラスふぁーむ 4380001023504 地域の食で子供たちを笑顔に。飲食業から惣菜製造業への展開。 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社アザスコーポレーション 2380001017037 いわきの新名物グルメ爆誕！地産地消ラーメン店による新分野展開 ひまわり信用金庫

東北 福島県 いわき市 有限会社オリエンタルエステート 6380002027155 畑と手芸で認知症を予防し介護難民を支えるお泊りデイサービス事業 いわき信用組合

東北 福島県 伊達市 株式会社松本製菓 6380001002539 グルテンフリーの冷凍和菓子の開発と海外販売 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

東北 福島県 福島市 株式会社協栄工業 4380001000387 金属製管工事技術を活かし樹脂製ダクトの新分野展開で社会に貢献 松浦　邦弘

東北 福島県 須賀川市 和田装備株式会社 4380001011442 ファイバーレーザロボット溶接機導入による、建築市場から自家消費型太陽光発電市場への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 郡山市 株式会社ＩＤＥＮＴＩＴＹ 7380001019887 伴走型認知症予防サービス「ユーモア」の運営 株式会社東邦銀行

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社立石石材 3380002018999 石材店からの脱却　ＤＩＹ向けエクステリアショップ事業と端材加工事業分野への挑戦 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社中央工装 6380001005806 建築塗装と内装工事からコンクリート保全工事への取組み 佐藤　文雄

東北 福島県 いわき市 株式会社創建舎 5380001014246 成長産業とライフスタイルの変化を視野に入れた「ＤＯＧカフェ」起点の一級建築士事務所ニッチ戦略 経営標準化機構株式会社

東北 福島県 いわき市 エ印小松水産株式会社 6380001012505 「水産卸売会社」×「小売業」×「温浴施設」の相乗効果による新事業展開 吉田　博人

東北 福島県 郡山市 サークルワン株式会社 6380001005269 これまでにない売買仲介システムの構築による新たな価値の創造 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社サトウビルト 7380001000582 木と土の魅力を発信するワークショップ型住宅左官業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 南相馬市小高区 有限会社トム電子 8380002029538 地場野菜・果物直売所の経営と　訳アリ野菜の冷凍加工販売！ 小林　孝至

東北 福島県 いわき市 有限会社渡辺文具店 3380002026812 文具店が自社の強みを活かしたカフェ事業進出によるＶ字回復事業 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 郡山市 ｃａｆｅ　ｎａｎａｌａ 地元食材を活用した漢方ペットフードの製造販売と廃棄食材ゼロへ！ 有限会社クレメンティア

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社富士電業社 6380002019078 地方創生に向けたデジタルインフラ普及に応える電気通信事業への新分野展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 喜多方市 笹正宗酒造株式会社 4380001018636 白麹を用いた酸味が特徴の新商品開発と新たな顧客の開拓 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社キノシタコーポレーション 9380001000382 福島県のソウルフードである凍み天の復活と全国への展開 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 本宮市 株式会社マインドステーション 4380001009817 地域初！医療と介護をつなぐ「医療・介護連携複合型シニアサポートセンター」を開設 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 栄川酒造株式会社 6380001017280 名水１００選と蒸留技術を活かしたウィスキー事業による事業再構築 会津信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社和光プロセス 9380001003690 ＮＦＴアートを活用したタンブラー・アートパネル等の印刷業への参入 株式会社コムラッドファームジャパン

東北 福島県 いわき市 株式会社スター・トラスト 7380001021050 ＣＡＳＥ時代を見据えたディーラー連携型の整備事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社


