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事業再構築補助金　第７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 株式会社ワコーファッション 4420001012915 ワコール社向け下着類の製造技術を活用し、官公庁向け重衣料市場へ参入 クレアスト株式会社

東北 青森県 三戸郡南部町 有限会社大保青果 1420002009351 青森のにんにくを手軽に家庭に、卸売業からＥＣサイトを使った小売業への事業転換 野竿　健悟

東北 青森県 八戸市 株式会社クレアス 2420003001579 非接触・非対面型の冷凍牛肉メインの無人販売事業 長谷　有希央

東北 青森県 八戸市 有限会社トータル 9420002007991 重労働の克服・連作障害を克服するシステムの実現 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 上北郡六戸町 ツボカフェ 青森食命人によるカフェから健康に配慮したがっつりラーメン店への事業転換 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 有限会社秦 8420002005286 リサイクル事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 十和田市 新成運輸株式会社 7420001010932 高齢者への配食サービス事業開始による新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 有限会社マロミ 2420002002768 眉毛コーディネーターからメンズ脱毛サロンへの転換 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 菱倉建設株式会社 6420001006493 使用済み太陽光パネルを適正処理し高度循環型社会へ貢献 株式会社北日本銀行

東北 青森県 青森市 株式会社タケナカ 6420001001346 林業運搬車両の架装事業に進出して付随する機械の動力電化に挑戦します 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 株式会社ステラカンパニー 9420001016960 日本一の生産量を誇る「カシス」を使ったスイーツ店のテイクアウト 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 八戸市 有限会社ル・スゥブラン 2420002010374 事業者向け冷凍ケーキ販売業へ進出し至高のスイーツを多極化販売する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 三沢市 株式会社いろり 5420001011949 居酒屋から水産加工品の製造・販売事業への新分野展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社フィール・ライフ 5420001010240 地元産野菜を商品製造で障害を持つ人の働く場所の確保 株式会社ＤＡＮ

東北 青森県 青森市 ＳＥＶＥＮＨＯＲＳＥ 飲食店が挑戦！感動を与えるシミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

東北 青森県 黒石市 株式会社黒石架設 2420001015093 次世代システム吊り足場を利用した新市場への進出 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

東北 青森県 青森市 レストラン　エヴィエ 旬の地域食材を活用し、フレンチの技法で商品化する加工・販売施設展開事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社ＢＬＩＮＤ 5420001017616 コロナ禍で運動機能が低下した高齢者に、入浴介助のみ行うことで滞在時間を従来の半分にしたハーフ・デイサービスを提供 株式会社エフアンドエム

東北 青森県 弘前市 株式会社プロンプト 7420001013274 パン及び菓子の製造販売に関する補助事業計画書 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 つがる市 株式会社黒滝農園 6420001015569 カーボンニュートラルなつがる地域を創る「もみ殻くん炭」事業 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 八戸市 馬渡商店 日本最大級の館鼻岸壁朝市名物を使用したキッチンカーでの海鮮丼提供事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社あおもり味蕾屋 7420001013051 全国の和洋菓子店・ホテル・レストランのセントラルキッチン事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 有限会社トランスアシスト 1420002018105 運送業から漬物用野菜加工事業への新分野展開による地域生産者支援 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 上北郡六ヶ所村 シークプラス エリア初導入の特許技術メニューで、優しく美しく健康な顔周りのトータルビューティーの実現 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 黒石市 株式会社渋川製菓 6420001009959 業界初！米粉を使用した南部せんべいの開発と全国販路への挑戦 黒石商工会議所

東北 青森県 三戸郡五戸町 東北三吉工業株式会社 4420001006958 フリーズドライ装置を導入し、青森県の食材の加工や健康食品販売等による食品ビジネスに取り組む 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 男山株式会社 1420001007760 地域創生×八戸・青森の日本酒と地域食材活用による銀座飲食店事業の展開 さきがけ税理士法人

東北 青森県 青森市 伊東自動車硝子販売株式会社 4420001000449 自動車電子制御装置整備事業における事業領域の拡大 株式会社青森銀行

東北 青森県 五所川原市 麺屋謝 本格的ラーメン店が製麺からパック商品の製造販売まで行う新分野事業に進出しラーメン文化を普及させる 青い森信用金庫

東北 岩手県 花巻市 株式会社小彌太 4400001005292 既存事業の染め技術を活用した新商品開発。郷土芸能の衣装道具を一括受注し売上回復に挑戦 株式会社シャイン総研

東北 岩手県 北上市 アリエ ヘルスケア市場への新規参入およびオリジナル商品制作事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社総合広告社 8400001000884 魅力発信で地方観光を元気に、ドローンによる特殊撮影サービスによる新分野展開 株式会社アークス

東北 岩手県 奥州市 合同会社リメイク 5400603000277 「快適な空間を提供する暖房器具の委託生産、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 釜石市 株式会社釜石電機製作所 8400001007335 無人自動走行車ＡＧＶ用の非接触充電装置用コイルの製造・販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 有限会社サトミ塗装 9400002008174 塗装屋の可能性を追求するための展示場兼第二工場の設立 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社エフケーデンタル 8400001005231 岩手が生んだイノベーションと歯科技工技術で医療技術を提供する 佐藤税理士法人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ラージック 1400001004958 「壺焼き芋」の甘い誘惑による「しあわせ」の創出事業 Ｒｉｔａ税理士法人

東北 岩手県 北上市 株式会社江釣子屋 8400001009876 ポストコロナ・ウィズコロナに対応した弁当専門店への進出 北上信用金庫

東北 岩手県 陸前高田市 御菓子司木村屋 おうち時間をハッピーに！懐かしい味をジェラートでお届け！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 宮古市 有限会社佐々木鉄工所 9400002010634 技術を生かし国土強靭化で需要増の大型橋梁製造への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 八幡平市 有限会社ミヤノエネルギーサービス 4400002007734 「エシカル消費を喚起する」地域由来の木質ペレットの製造と販売 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 奥州市 永薬品商事株式会社 6400601000245 排水分析の自動化システムを活用した高効率的な分析方法への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 有限会社ドリファー花泉 4400502001096 米生産の副産物であるもみ殻を活用したもみ殻燻炭の製造販売事業 株式会社イソシエ

東北 岩手県 一関市 株式会社東北マシナリー 1400501000738 １００％リサイクルが可能なソーラーパネルリサイクルプラント製造事業への挑戦 立野　靖人

東北 岩手県 大船渡市 有限会社佐藤工務店 5402702000190 高齢者世帯及び空き家等のハウスクリーニング見守り新事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 ＪＵＫＥ３００ 飲食業の仕入れルートを生かした小型無人マルシェの展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 一関市 星上通信株式会社 3400501000273 半導体関連事業に新規参入でデジタル社会へ貢献 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社スタイル薬局 7400002001726 調剤のロボット作業化による在宅訪問サービスの強化計画 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社エムデイワン 5400001006785 急増する高齢者世帯向け『食パン宅配』『弁当配食』『見守り』サービスの新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 有限会社東北物産 4400002008311 老舗畳職人が経験と技術力を武器に総合リフォーム事業で高齢化社会に貢献 高橋　誠

東北 岩手県 宮古市 株式会社宮古オートバイ会館 1400001013538 町のバイク店が新たな刃物機械の販売で地元岩手県の林業に貢献する事業 高橋　誠

東北 岩手県 久慈市 株式会社エムエスケー 2400001008842 出張対応が可能な車両・重機械類等の修理および整備業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 岩手県 宮古市 株式会社コアクラフト 4400001008502 成長分野である半導体製造装置分野に参入し収益基盤の強化を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 大船渡市 株式会社佐清分店 1402701000113 地域のインフラを守るためーガソリンスタンドから中古車販売へ参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 陸前高田市 ＷＩＬＤ　ＷＥＳＴ 震災復興施設で新店舗建設！新たな飲食提供サービスによるターゲット拡大計画 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社大東環境科学 7400001000910 アスベスト事業における「ワンストップソリューション」の新展開 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 滝沢市 Ｇ．Ｈ．マネジメント株式会社 4400001008436 地域の環境と景観を守る！介護事業者が始める空き家解体業！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 小松金属株式会社 6400001006082 給炭機用部品の加工＆修理ノウハウを地熱発電等に横展開、メンテナンスも含めた部品供給計画 北上信用金庫

東北 岩手県 奥州市 株式会社後藤製作所 9400601000135 最先端林業機械向け金属加工部品製作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ 株式会社アマダリース

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ワン・サークル 9400002006426 すし職人の調理技術を活かした食品製造業への業種転換 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 サンプロセス工芸株式会社 1400001000701 手しごとの知見を活かした＂被毛改善専門ドッグサロン＂の開業 盛岡商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社浄法寺漆産業 1400001009131 高付加価値型漆塗り万年筆ボディの製作及び既製万年筆対応アタッチメント開発・製造販売への業種転換 盛岡商工会議所

東北 岩手県 久慈市 有限会社トキオ商事 6400002012947 ＩＴシステムの導入と感染症に強い新たなスタイルの次世代型焼肉店を構築 株式会社みちのく銀行

東北 岩手県 盛岡市 業株式会社 3400001014880 仮設足場工事業者が自社の強みを生かした建設業者向けの「トラック整備事業」への新規参入 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社北上エレメック 6400001006025 新型コロナウイルス抗原検査キット等、医療機器部品の組立事業への参入 株式会社北上オフィスプラザ

東北 岩手県 盛岡市 株式会社８Ａ 1400001004487 『セントラルキッチン』の創設と宅配ミニスーパー『ヤオキチ』の出店計画 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社遊山 2400001013891 ウィズコロナに向けたトレーラーハウスを活用したオーベルジュの開設 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 一関市 株式会社あおやぎ 6400501000601 本県初の宿泊機能を有した小人数向けの高付加価値葬祭サービス 工藤　健人

東北 岩手県 花巻市 合同会社亀ヶ森醸造所 3400003001968 地域の認知度向上と交流人口の創出に資する宿泊事業の展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 宮城県 柴田郡大河原町 株式会社アネスティ 4370001045045 コーヒー豆販売をメインとしたカフェの開店による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社エルプラン 3370001039196 建設業者としての強みを活かした不動産売買仲介事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社ミクロ精工 1370001017633 お米を飲もう！免疫力を増進させる玄米珈琲の製造販売を行う事業 税理士法人植松会計事務所

東北 宮城県 亘理郡亘理町 キラリ不動産株式会社 8370001041016 地域密着ボルダリングスポーツ施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社佐藤家具工作所 1370002000828 木製家具調レコードプレーヤーおよびギター等楽器製造への挑戦 経営ビューイング株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社アスネットコーポレーション 3370002005313 顧客ネットワークを活用した「フルーツ・スイーツ専門店」の出店 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市若林区 ＳＴ　ＧＬＯＢＡＬ株式会社 5370001044822 独自配合の栄養補助食品ジュニアプロテインを製品化し販売する事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 本田工業株式会社 6370301002660 機械設置工事向け仮設工事サービス提供技術構築事業 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 Ｂｒｉｄｇｅ　Ｏｖｅｒ 豊かな人生を送るための学びの空間『自習室』事業への進出 株式会社群馬マーケティングセンター

東北 宮城県 遠田郡美里町 三和工業株式会社 1370201002261 半導体製造装置向け部品軽量化による輸送プロセス脱炭素化貢献事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ
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事業再構築補助金　第７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 宮城県 宮城郡利府町 株式会社ティ・ディ・シー 8370601000552 低炭素社会の実現に貢献する超精密研磨技術の事業化 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 黒川郡大郷町 有限会社フィールド 9370202004497 銅線買取事業への業種転換による過疎地域の活性化プロジェクト 中村　哲也

東北 宮城県 大崎市 株式会社オイデック 6370201002612 ドローンによる空輸！地域の観光資源である山岳地の活性化計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社ナルケ自動車 3370801000654 ＥＶ車の販売と電欠レスキューに対応した各種充電設備の導入による新分野展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 塩竈市 有限会社木村造機 6370602000520 東日本大震災による被災地の跡地を活用し、地域住民・漁業関係者と共に沿岸部活性化を目指す。 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 有限会社川口納豆 1370202004785 小規模ごみ処理業への新規参入と副産物として発生する炭の販売事業 千葉　勇人

東北 宮城県 登米市 株式会社エムアンドオー 5370401000433 ワイヤーハーネスの量産ノウハウを活かした半導体製造装置用部品等の供給計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 株式会社ワイシステム 4370601003229 人手不足の建設業界に貢献すべく、安全性・生産性向上のためのステンレス配管のフレア加工 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 株式会社タカショク 2370201003663 スチームクリーン製法で品質を高めた規格外の玄米を、少量パッケージの健康食品として国内外に拡販 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社八弁 5370001016482 地元密着セレクトショップの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 遠田郡美里町 株式会社ガトーみかわ 9370201004093 本当においしい冷凍シュークリーム開発と新規販路開拓事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 有限会社インテクス 6370202003452 インテリア施工業者によるケイカル板加工業への参入 千葉　勇人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ヴォーノ 7370001016241 イタリア料理店から含浸チョコレート製造販売への大胆な挑戦！ 経営創研株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 みんなの株式会社 3370001042381 居酒屋から持ち帰り専門店「唐揚げももや」および「小麦の奴隷」への業種転換 株式会社青森銀行

東北 宮城県 白石市 株式会社東天閣 4370101001369 白石市内初「完全個室型焼肉店」の新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ケンセイ技建 1370001024530 建設・点検市場で効率化・生産性向上に寄与するドローン事業への参入による民間工事への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

東北 宮城県 宮城郡松島町 松島一望料理店　和食・めん処　誉旨 働くお母さんを応援する一般家庭向け美味しい宅食サービスへの新規事業 風張　広美

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社メープルホームズ仙台 9370001012874 住まいの健康診断検査で『見える化』することで安心した住まいの提供を行います 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社地雷也フードビジネスサービス 5370001022142 百貨店等向けオリジナル商品を作る加工場の整備 仙台商工会議所

東北 宮城県 岩沼市 山藤総業株式会社 5370001018388 循環型社会に貢献する「車両解体事業」の新分野展開 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 真 もつ鍋・しゃぶしゃぶ・韓国料理のＥＣ事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 石巻市 株式会社遠藤商店 1370301000231 世界三大漁場の未利用水産資源等活用した加工販売事業への参入 株式会社萼コンサルティング

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 有限会社スガワラ電化 8370502000486 ドローンを活用した建築構造物点検・農薬散布・太陽光パネル洗浄業務 株式会社セームページ

東北 宮城県 仙台市泉区 ビーエスホーム株式会社 4370001022093 蔵王町の資源を最大限に活用した宿泊施設開設で観光復興に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 富谷市 株式会社ＭｏｎａＭｏｎａ 8370001023690 宮城名物として宮城県産ひとめぼれを使用した、冷凍米粉パンとグルテンフリーの米粉スイーツの開発・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ｔＨｉＮ’ｎｋ． 4370001043379 地元仙台から、世界最小容量のポータブル自転車開発に挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アリ設計 1370001001447 コロナ過で芽生えた新ビジネス＆レジャーのニーズにリゾートハウス事業で対応する 田中　宏司

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社シビルプランニング 5370001025632 アウトドア感覚で楽しめる全室プライベートドッグラン付き宿泊施設 東京中央経営株式会社

東北 宮城県 名取市 有限会社東日本タイヤ 3370802002278 タイヤ関連サービスとのシナジー効果が見込める中古車販売を開始 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社Ｔ’ｓコーポレーション 9370201003392 精肉に関する知識・ノウハウを活かした食品加工及び販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社かりん 2370001007633 本格韓国料理を非接触・２４時間販売！冷凍食品自動販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 丸平木材株式会社 7370501000604 宮城テロワールキッチン製作・販売事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 黒川郡大和町 ヒデデザイン工業株式会社 1370001042210 ドッグランやドッグカフェを伴ったペットと泊まれる温泉宿事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社スリー・アール 6370001014493 可搬型Ｇｅスペクトロメータで天然放射性廃棄物のリサイクルへの展開 堀田　幸男

東北 宮城県 気仙沼市 株式会社千葉金 5370501000325 燃料及びアパレル販売における提供方法変更による業態転換事業 小野寺　哲

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社東北田村工機 3370001017581 ダンボールの抜型製造実績を活かしてのダンボール等への印刷事業進出 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市若林区 東興機販株式会社 9370001003650 ヘール加工の生産体制を確立し地域調達需要に応え事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス リコーリース（株）

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社光 2370001013862 【建造物老朽化対策により地域活性化！】対応が急務である商業施設など中層階の解体工事へのチャレンジ！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社阿部砂利建設 7370001001441 「更生工法」で下水道補修・耐震工事の新分野への事業展開の実施 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 ワタヒョウ株式会社 8370001004294 リフォームショップ開店によるＢｔｏＣ企業への転換 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 ディプロ・テック株式会社 9370001042384 ドローンと３Ｄ解析ソフト等を用いた土木構造物等調査デジタル化事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 大崎市 セイコーライフ相澤 ウィズコロナと行く日本の半導体復活の一端を担う再構築事業 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社一の坊 5370001007093 宮城県初となる国内ハイエンドクラスに向けた「究極の里山リトリートステイ」の提供 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 和ｓｉａｎーｃａｆｅ　ａｉｍａｋｉ 食＋自然＋文化の復興レストランを再構築 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社三森コーポレーション 6370001006185 ディーゼルエンジン用燃料噴射装置の自社洗浄品販売・回収サービスの展開 後藤　俊朗

東北 宮城県 登米市 株式会社ミナト精工 2370401000634 ＥＶおけるエネルギー効率向上のための熱マネジメントシステム部品事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社オフィスオーエー 4370002007003 国産材・間伐材を利活した「個室ブース」の製品開発で実現するＳＤＧｓ 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社マネージリテラシー 4370001040640 介護・福祉領域に特化した転職先紹介プラットフォームの構築 北村　亮太

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社麺屋とがし 6370001015707 仙台の濃厚つけ麺パイオニアによる「ラーメンの新市場創造」業界初の挑戦 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 塩竈市 株式会社アジアマリンプロダクツ 7370601000017 日本酒流通に革命！造り立て鮮度そのままの日本酒を全世界へ広めたい！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社畑楽 6370001044796 農家が作る究極の焼き芋で地域にも全国にも幸せな時間をお届けする事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＴＵＰ 4370001043049 半導体製造プロセスなどに用いられる加熱装置内の熱解析受託事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 大和工業株式会社 4370001006261 プレジャーボート管理事業、船舶整備事業 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社コムコム 7370001008081 ＤＸ活用による、カラット君・代理店販売ビジネス事業 トリプルナイン株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＢＷＭ 6370001017926 移動式チッパーやドローンを活用した森林資源の有効利用と再生可能エネルギーの利用促進を図る事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 宮城県 富谷市 株式会社新生工業 2370001022921 内装工事業から内装解体工事業への新分野展開 五十嵐　忍

東北 宮城県 多賀城市 フィッシングボートふじしま フランチャイズ店舗、整体接骨鍼灸院の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 黒川郡大和町 東北岡島工業株式会社 7370001017594 金属部品製作一括受託のための精密加工ライン構築事業 株式会社七十七銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 セブンモーターサイクルズ 独自カスタムバイクおよび独自カスタム部品の企画製造販売による事業再構築 星野　武彰

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 有限会社田中木型製作所 5370602001222 自社金型加工技術の向上と生産効率化による外注加工ビジネスの新規展開事業 牛腸　真司

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ココワークス 8370001020341 地域活性化に貢献するフォークリフトワンストップサービスの展開 千葉　勇人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社晃成会 1370001044116 弁当製造への事業転換と障害者への就労の場の提供 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 鹿角市 株式会社田口産業 1410001006615 「洗う」に特化！コインランドリー・コイン洗車場併設事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社アールシー・テック 1410001009683 多重請負構造を打破！解体工事業への挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＭＡＧＮＥＴＩＣ 1410001004651 本州で唯一出店のないシャトレーゼの秋田県１号店運営への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 ハッピープロデュース株式会社 7410001012343 飲食店が製造業へ！強みの麵打ち技術で製麺工程へ本格上流進出！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 秋田市 株式会社ケーワイズ 6410001003566 東北初！家族化するペットのリハビリ事業による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 山本郡三種町 ピエーノ　ディ　ソーレ ネット販売システム構築と急速冷凍機導入による販路拡大事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社トラフィックレンタリース 9410001001897 ＤＸ・ＩＴ化を推進する業界初のクラウド型レンタル・リース車輛管理基幹システムの運営 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 有限会社南秋炉材 7410002006451 炉のプロが挑戦。木質ペレット事業への新分野展開。 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 白川建設株式会社 8410001006022 ７号砕石やダストを二次利用した革新的な砕砂生産販売事業の実施 協同組合さいたま総合研究所

東北 秋田県 仙北市 有限会社島川商店 1410002012579 観光産業向けの食品卸販売事業から県産食材を使ったパン製造事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 仙北郡美郷町 有限会社もるくす建築社 8410002011442 建築廃材リニューアブルの加工場増設による、県外工務店への積層パネル外販事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 有限会社秋北電装サービス 5410002008549 設備工事技術を活かしたスマート農業市場への参入による新分野展開 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社アール・ブルー 5410002012930 好立地×人材リソースを活かし菓子小売業へ新分野展開！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 株式会社吉原鉄工 8410001006245 需要高まる大型プラント施工およびステンレス加工への対応 株式会社北都銀行

東北 秋田県 鹿角市 株式会社柳澤鉄工所 4410001006678 ファイバーレーザー加工機の導入による非鉄金属製品製造・加工事業への参入 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 男鹿市 株式会社武藤電子工業 5410001004128 ＩｏＴ，ＤＸの関連市場向けに最先端の電子回路の実装事業を構築し新分野展開を図る 佐々木雅樹

東北 秋田県 秋田市 株式会社みどり光学社 2410001002497 高精細デジタル画像を駆使した紙資料の安定化処理による保全事業 アーセプトコンサルティング株式会社
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東北 秋田県 由利本荘市 ユリマシナリー株式会社 7410001005347 ウィズコロナで需要拡大が後押しされる半導体分野への進出 株式会社フラッグシップ経営

東北 秋田県 大仙市 イナバル 飲食店が醸造設備を保有し、クラフトビール提供型事業へ！ 羽後信用金庫

東北 秋田県 山本郡三種町 オートボディコダマ 地域発のエーミング工場へ！事業承継を見据えたコロナ禍での挑戦 秋田県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 カムコミュニケーションズ株式会社 4390001012596 地元の米を使用した菓子を提供するカフェへの新分野展開 酒田商工会議所

東北 山形県 酒田市 株式会社石井製作所 7390001006075 農業機械の開発・生産・営業のＤＸ化加速による野菜・果樹・スマート農業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＣＥＰ 6390001014525 地域初！女性専用パーソナルジムの運営事業 日本みらい税理士法人

東北 山形県 酒田市 がに洞 地場未利用食材を活用した燻製商品の製造・販売での事業再構築による売上拡大事業 酒田商工会議所

東北 山形県 天童市 有限会社星野カメラ店 4390002005748 新サービス３６０°ビュー撮影による売れる商品レイアウトの提案 天童商工会議所

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社ファッション四季 4390002010285 高利益率の「衣類のリフォーム・リメイク事業」による新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 ＯＮＥ・ＬＯＶＥ 業態転換で地域コミュニティの活性化と地方創生に取組む店舗づくり 北郡信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社山口製作所 1390001011196 門型五面加工機導入による地域循環型エネルギー事業への参画 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社エム・インパクト 5390001013750 塗装業から障害者支援のグループホーム運営事業に業種転換 井下　佳郎

東北 山形県 鶴岡市 株式会社有賀組 4390001008347 船舶モーダルシフトによる鉄鋼スラグ製品（再生骨材）販売・物流センター事業の展開 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 有限会社ユーミーズコン 8390002002997 ショッピングセンター内にジェラートショップを新規オープン 菊地亮太

東北 山形県 新庄市 株式会社月岡産業 5390001008610 療養施設へ提供する抗菌・抗ウイルス仕様木材を使用した家具製造 都筑　正之

東北 山形県 鶴岡市 株式会社半田商店 1390001007764 コンビニ併設２４時間営業ガソリンスタンド化による地域貢献のための拠点づくり 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 株式会社鈴木酒造店長井蔵 8390001011124 国内初となる米由来の希少糖の商品化や酒粕パウダーの製造・販売による循環型社会の実現 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社青木運輸 5390002010103 ドローンによる農薬散布等サービスを開始することによる事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 山形県 北村山郡大石田町 有限会社一二三建設工業 6390002011967 最先端ＩＣＴ機器を活用したフィットネス＆ボクシング「まちジム」オープン！ 北郡信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社四釜製作所 5390001011085 電気自動車モーター用平角線（ヘアピン）加工機の自社製造による電気自動車モーター市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 村山市 有限会社芦野タイル 5390002011588 高機能スマートハウス事業への進出を行い、「下請けからの脱却」及び「山形のスマートハウス販売」のロールモデルとなる。 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社トーシン建材 3390002009601 改窓工事の寸法測定業務を効率化する画像寸法測定システムの開発と販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 ＥＬＬＥ 種類が豊富！山形県初！イタリア焼き菓子製造小売への挑戦！ 山形商工会議所

東北 山形県 鶴岡市 竹の露合資会社 8390003000538 凍結酒を核とした新製品開発と、出羽三山伝統仕込蔵のリニューアルによる観光資源化 鶴岡信用金庫

東北 山形県 村山市 株式会社共栄メカ 2390001009090 自動ドアの駆動部の精密部品加工への新分野展開及び販路開拓 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 最上郡真室川町 株式会社日々 7390001016116 「専用有機栽培リンゴ」を使った業界初のクラフトサイダー等の自社醸造 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 菅井木材工業株式会社 9390001006346 スチールを使用した製品に挑戦し、木製品から脱却！新市場での受注を目指す 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 天童市 タルイシ産業株式会社 9390001004432 次世代システム吊り足場を利用した吊り足場工事への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

東北 山形県 寒河江市 有限会社皿谷食堂 1390002015634 セントラルキッチン構築による新商品「皿谷セット」の開発・販売 株式会社シャイン総研

東北 山形県 東置賜郡高畠町 株式会社エコーハイテク 8390001010349 真空遮断器の加工技術を活用して次世代型原発市場向け製品の製造体制構築による新分野展開 山形第一信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社吉田製作所 2390001011212 精密加工技術を活かして、船舶用エンジン部品にチャレンジ！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 ＳＧＫ株式会社 5390001012018 クリーンルーム設置による半導体関連装置製造．設計．加工．組立への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 新庄市 株式会社新庄砕石工業所 4390001008883 持続可能な建設職人の育成！「誰でもすぐ資格所得できる建設トレーニングセンター」 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 有限会社ノースライン 8390002006296 プリント設備を用いたトラックペイント再構築ビジネス 税理士法人あおば

東北 山形県 東根市 有限会社矢口 9390002012401 杜の都、着物倶楽部～地方観光資源としての着物レンタル専門店事業～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 安兵衛寿し 空き家・空き店舗をリノベーションし、シェアキッチン・シェアスペース事業で地域を活性化 鶴岡商工会議所

東北 山形県 天童市 株式会社はせ川製麺 7390002002172 瞬間冷凍機・冷凍庫・スープ充填機等の導入による食料品製造亊業への進出 山形信用金庫

東北 山形県 米沢市 株式会社青葉堂印刷 5390001009708 環境配慮型ＤＩＹ用壁クロス製造の内製化による高品質・低価格の実現 株式会社七十七銀行

東北 山形県 天童市 株式会社パールパッケージ企画 6390001004559 大手のパッケージ企業からの受託強化のため「軟包装印刷」受託事業部新設 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社インターファーム 3390002010369 最先端技術で、花き農業生産者と生花店の未来を拓く タスキー税理士法人

東北 山形県 鶴岡市 阿部多株式会社 8390001007428 建築資材卸売業が始める外装プレカット事業で諸問題を解決し、三方良し！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社寿得 4390001013388 ～山形県初！大人女性の美容学校～美容業の方へ「エステ・スクール」創設の新規事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 有限会社シンドーマリーン 3390002007497 小型船舶販売・修理業から、「海鮮丼専門店」の経営を行う飲食業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 カーチェック株式会社 4390001000411 画期的なオートボディプリンターでの商業用自動車広告で新分野展開 丹野　覚

東北 山形県 山形市 株式会社プロアルバム 8390002002353 ３６０°撮影可能なフォトスタジオへ～撮影スタイルの刷新による新たなターゲット層の獲得～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社山形飛鳥 7390001014292 冷凍イカの加工・販売からフードコートでのイカ料理提供への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 東置賜郡高畠町 株式会社ＡＢテック 8390001014300 樹脂加工の業態転換による成長分野・産業用ロボット分野への進出 山形第一信用組合

東北 山形県 米沢市 有限会社和泉屋 2390002012606 ライブコマース（動画配信）と体験型ショールーム事業への新展開 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 クリーニングパッとラクーン株式会社 1390001014645 洗濯マイスターが的確アドバイス！クリーニング店のスマートランドリー 山形県商工会連合会

東北 山形県 北村山郡大石田町 株式会社佐々木建設 6390001009260 再生砕石・再生骨材製造による建築資材リサイクル事業への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 株式会社尾花沢タクシー 6390001009186 クラウドシステム導入とコールセンター設置による周辺タクシー事業者の配車業務受託 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社おの 6390001014979 旬彩割烹店ならではの山形名物料理の高級冷凍惣菜事業に乗り出す 吉川　和良

東北 山形県 新庄市 株式会社新幸建設 3390001008967 地方都市インフラを支える大型車両タイヤの保守分野への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 富士工業株式会社 1390001001643 生産用機械器具製造から「医療用機器産業」及び「自動車産業」への進出 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社クリエイト礼文 1390001000538 蔵王の自然とアートを融合したグランピング事業とトレーラーハウスの製造販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 有限会社松屋質店 7390002002585 マンション等が林立する山形市中心部での新設コインランドリー事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社アビーズ 3390001004322 UAV 等最新の ICT 機器を活用した点検業務及び測量業務、山間地等での物輸業務を行う業態への転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 菅原畳店 畳体験館と新たな販売方式の導入で新規顧客の開拓・獲得による売上拡大！ 山形県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 土筆株式会社 8390001013467 家電レンタル及び住宅・不動産総合管理の事業～物件価値を高める満室推進トータルプランナー～ 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東根市 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 2390001012978 山形県産果樹をぷるるんプリン屋さんへ大手！ 丹野　覚

東北 福島県 南相馬市 株式会社ティーワークシステム 5011201020558 地域で人気のある小学校の受験対策ができる幼児教育教室への業種転換 株式会社シャイン総研

東北 福島県 郡山市 カフェブラン パティシエが手掛けるいいとこどりパティスリーベーカリーカフェ 八矢　大作

東北 福島県 いわき市 有限会社松本配管工事 2380002026078 熟練の技術力を活かし、半導体工場等で使用されるサニタリー管の自社加工を実現 株式会社エフアンドエム

東北 福島県 郡山市 ＦＫリサーチ株式会社 5380001026720 放射線量調査事業から法改正により増加するアスベスト調査事業への進出 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 株式会社イング 7060001009160 福島県の復興を願うアスベスト分析業務への挑戦！！！ 高橋邑伍

東北 福島県 福島市 株式会社エス・ピー・エス 4380001000222 紙媒体広告業からデジタルツインへ業種転換！地域活性化の牽引役へ！ 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 株式会社ライフテックサービス 1380001026699 水漏れトラブル対応事業で培った技術を生かし、水回り総合リフォーム事業へ参入し事業再構築に挑戦 髙司　浩史

東北 福島県 いわき市 株式会社いわきワークサービスセンター 5380001012381 トレーラーハウスを活用した完全個室型インドアゴルフ事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社紙屋商店 7380002031569 地域のニーズと食品製造の閑散期を活用した除雪事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 喜多方市 山中煎餅本舗 蔵のリノベーションによる体験・民泊などの複合活用事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 いわき市 株式会社ＨＵＭＡＮ＆ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 4380001021020 東北初！無人ラーメン店による、まるやブランドの事業再繁盛計画。 税理士法人常陽経営

東北 福島県 福島市 中央設備株式会社 6380001000864 地域介護の道しるべ！優しさ溢れるショールームで福島を元気に！ 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 株式会社インフィニティー 8380001003155 環境に優しい新素材を使った、デザイン性の高いセーターの開発・製造 松村　義信

東北 福島県 郡山市 一平 食を通して郡山駅前のにぎわいを戻す地域活性化プロジェクト 滝田　薫

東北 福島県 福島市 辛麺屋　輪 コロナ禍に対応するためにテイクアウト・配達を主体としたスイーツ喫茶店への事業転換 西岡　昭彦

東北 福島県 田村郡三春町 株式会社菊地住建 1380001022244 土地・建物のワンストップライフプランニング事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 岩瀬郡鏡石町 株式会社ヤブキ創建 1380001021287 最先端の足場設備活用によるインフラの老朽化問題及び建設業界の労働環境の改善への挑戦 税理士法人スフィーダ

東北 福島県 郡山市 株式会社ブロス 9380001024877 ペットとの共生を目指す複合施設の運営事業 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社大喜 4380001009040 鋼製継手製造による工場の高付加価値化、生産性向上事業 岡本　崇志
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東北 福島県 いわき市 株式会社常磐つり餌商会 5380001030862 原油価格高騰に対応した新たな省エネ燃料の製造販売事業 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社文化堂 9380001001315 文具店が併設するカフェとベーグル店の新事業展開で新たなにぎわいの創出を。 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 西白河郡西郷村 株式会社スターズテック 1380001030965 ネット・リアル融合のライブキッチンで、顧客の販売力強化を後押し！ 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 楽天　ＡＭＩＧＯ 急成長を見せるストレッチ市場での独自サービスの展開 滝田　薫

東北 福島県 いわき市 株式会社ＫＳＳテクノロジー 7380001023567 働き方改革を支援する自社ブランド「パレタイザー」の製造販売 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 有限会社鈴木建業 9380002015891 施工業者の供給不足である橋梁足場に新規進出して収益拡大を図る 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 郡山市 株式会社クルーズ 2380001022937 自動車販売関連需要への依存から脱却を図るキャンプ場事業計画 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 株式会社椎根建設 2380001007145 地中の安全を確保！最新のデジタル式地中探査設備を用いた災害対策事業 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 株式会社大谷屋 2380001015172 地方発！魚介類消費活性化を目指した「加熱調理加工食品製造業」への進出 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社いわき印刷企画センター 8380001012255 ものづくり・ラボと動画スタジオ開設による新たなサービス展開 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 いわき市 滝口木材株式会社 6380001013313 製材業の強みを活かした木造住宅建築業への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 福島県 郡山市 炭火焼　鈴 コロナ禍で不振の飲食店から完全個室型メンズ脱毛事業へ展開 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 西白河郡西郷村 サンケミカル株式会社 5380001011061 廃プラライスレジン開発と射出成形でプラスチック製品メーカーに飛躍 田村　俊和

東北 福島県 いわき市 株式会社ウロコ 4380001012473 ＩｏＴを活用したタイヤ保管とＩｏＴ関連商品提案及び販売事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 有限会社ソニックプロジェクト 7380002027369 串カツを揚げ、音楽でアゲ、業績を上げる！ライブハウス再生計画 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 村上スポーツ店株式会社 3380001026664 働き世代や高齢者をメインターゲットとしたランニングジムの開設 白河商工会議所

東北 福島県 郡山市 安積永盛歯科 予防×治療×口腔リハビリ×訪問歯科で郡山に最適の歯科医療を！ 松尾　基司

東北 福島県 福島市 クリーン・テクト株式会社 4380001022885 廃棄太陽光パネルリサイクルの新分野展開で社会課題と業績回復への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

東北 福島県 石川郡石川町 株式会社ナガヨシ 4380001011847 バイオプラスチック及び立体造形技術導入による新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 有限会社大関 8380002000647 ドイツの整形靴技術で快適な歩行を！若手後継者のチャレンジ！ 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 有限会社神谷製作所 8380002000944 地元の懐かしい味を再現した惣菜メニューを開発、店舗及びＥＣで販売する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 株式会社ウェディングエルティ 6380001000179 結婚式場の挑戦！アニマルマカロン自販機で全国展開を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社渡辺工務店 3380002019114 地域の課題解決を図る強みを活かした不動産業による中古住宅買取再販事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 大野技研システム株式会社 6380001012554 レーザ加工の技術獲得によるセレン溶解釜製造事業への業種転換 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 須賀川市 ファーストヘルステック株式会社 6010701025215 ＡＩ・ＤＸ・産学連携による自社ブランド製品拡販管理体制構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 郡山市 株式会社Ｎｉｎｅ　Ｃｈａｎｃｅ 2380001028777 中古自動車販売から自動車整備板金業に進出し多角化により収益を拡大 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 いわき市 丸秀水産株式会社 8380001013922 魚食普及のための直営店舗とＥコマース運営 株式会社福島銀行

東北 福島県 喜多方市 太陽産業株式会社 7380001017569 木材にアクリルや金属等の異素材を組合せた魅力的な商品の開発 会津商工信用組合

東北 福島県 会津若松市 イージーエム大和株式会社 5380001018916 豊富な地域資源の高付加価値化を推進する「食品加工サービス」の確立 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社柳田産業 2380001006832 新事業「改良土製造販売業」への進出計画 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社リブ設計一級建築士事務所 4380001025335 福島県郡山市の地域創生の一助となる土産品の開発及び物販事業 株式会社地方創生推進協同機構

東北 福島県 相馬郡新地町 株式会社ファイン電子機器 8380001016116 工作機械市場から、需要が拡大する医療機器市場への新分野展開 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 南会津郡南会津町 関根木材工業株式会社 7380001019160 製材業のアトツギが醸すクラフトビール事業。町に新たな賑わいと産業をつくる。 株式会社東邦銀行

東北 福島県 須賀川市 かまや食堂 公園内に出店し地域に親しまれる伝統の味・料理を提供する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 南相馬市 株式会社佐々木製作所 6380001016290 同時５軸加工による航空機用部品、立体加工部品の製造と精度向上を図る計画 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

東北 福島県 伊達市 株式会社アスク 6380001021316 地域の医療機関と連携したＷＥＢを用いた処方薬の宅配サービス・プラットフォーム事業 伊藤　圭佑

東北 福島県 郡山市 株式会社ＹＮＣコーポレーション 9380001019737 「中古車買取」事業を活かして、ブランドオフＦＣ加盟による「ブランド品買取」事業への参入！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社ＳＡＳＹＵ 3380001025170 書店事業の抜本再構築！パンの香りが漂う新たな読書空間の創設！ 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 有限会社キャストクリエーティブ 1380002019479 海上コンテナを事務所やガレージなどに加工し販売する。 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 須賀川市 赤井田造園土木株式会社 1380001011107 新事業「植生製品の加工製造・販売事業」への進出計画 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社近野 3380001000504 地域の外食産業を救う！オーバーホール機器開発による業態転換 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社丸峰庵 1380001021378 地産地消の高級料理により幅広い顧客層を取り込んでＶ字回復を達成する郡山オンリーワンの日本料理店及び鉄板焼き店 会津商工信用組合

東北 福島県 郡山市 株式会社小川重工業 1380001024752 専門業者が手掛ける「橋梁補修×補強部材製作」の事業に挑戦する！ 株式会社足利銀行

東北 福島県 福島市 株式会社岩代不動産 9380001025207 キャンプ初心者、女性、子供も楽しめるキャンプ場の運営 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 株式会社ＡＰＴ 6380001027098 パートナー企業協業型コインランドリー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 いわき市 株式会社ＢｏｄｙＬａｂｏ 8380001025174 伝統医学タイ古式マッサージを応用したオンラインストレッチ教室の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 アタミクリーン有限会社 7380002007701 ＳＤＧｓに基づく１００％建設発生土由来の骨材製造販売事業 株式会社常陽銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津インターナショナルスイミングスクール 3380001017102 日本初！高齢者向け低酸素トレーニングルームによる新分野展開 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社風道技工 4380001022670 創作の可能性を広げるデジタル活用型ＤＩＹ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 郡山市 株式会社食菜工房 9380001022617 福島県の仕出し弁当事業からメタバースでの全国一般消費者向け総菜販売事業への転換 タスキー税理士法人

東北 福島県 会津若松市 あかべこキッチン 伝統の会津そばを未来に残す！製麵所を設置した会津そばの販売拡大 鈴木　憲司

東北 福島県 耶麻郡西会津町 Ｄａｎａ　Ｖｉｌｌａｇｅ 西会津の魅力発信！ウェルネス・ワーケーション事業とサブスクによる事業再構築計画 福島県商工会連合会


