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事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【関東ブロック】　＊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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

関東 茨城県 R2081G00001 株式会社ナノルクス 8050001018062 卒業枠 「眩しくない眼底カメラ」のグローバル展開で、受託事業から脱却 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081G00003 株式会社ウィルトラスト 7050001007157 卒業枠
地域の魅力を引き出すリゾート型ゴルフエンターテイメント事業への転換

によるゴルフ練習場事業の革新的取組
株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00001 有限会社ナカ製作所 6050002007479 通常枠
地域大企業に依存した売上構造から脱却するための食品加工機械関連部品

加工、新分野展開チャレンジ事業
シェアビジョン株式会社

関東 茨城県 R2081U00003 有限会社ＣＳＫグリーン・タクシー 5050002007439 通常枠 高齢者お助け隊タクシーから葬儀・納骨まで終活事業全般への参入 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 R2081U00008 株式会社イバケン 6050001006597 通常枠 木造住宅建設事業から陶板浴事業への新分野展開による事業再構築 伏見　圭

関東 茨城県 R2081U00009 株式会社エムテック 3050001006625 通常枠 ボーンスクリューの製品化による高度医療機器分野への新規参入 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 R2081U00010 株式会社ヨシダ 1050001002386 通常枠 医療向けアイソレーション装置開発と生産体制のＤＸ化による新分野参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081U00011 株式会社ベテル 9050001011883 通常枠
下請け企業から自社製品メーカーを目指すためのキーコンポーネントの開

発
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00017 有限会社菊池製作所 6050002000946 通常枠 世界初！特殊チェーン駆動「車いす専用段差解消装置」の製造販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00020 グランドデザイン株式会社 7050001035942 通常枠 滞在型二地域居住＆アウトドア施設の運営・施工事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00022 株式会社屋代製作所 4050001010114 通常枠 製薬製造ラインに向けた外観検査装置部品の供給体制の構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00028 大野ロール株式会社 7050001026727 通常枠 次世代電気自動車用全固体電池に対応したロールプレス機への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00032 株式会社伊勢甚本社 1050001000381 通常枠 結婚式場施設の改装による、グランピング事業への参入 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00034 株式会社シー・テック 8050001037260 通常枠 半導体材料開発関連事業への新分野開事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00035 株式会社イーズ 6050001017735 通常枠 バーチャル予備校の配信システム構築と撮影スタジオの新設工事 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00036 株式会社フロムダブリュー 2050001010173 通常枠 「パーティクルボード・燃料用木質チップの原材料」製造販売 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00038 有限会社ペット医学機構 9050002038802 通常枠
ペットを対象とした閉鎖的な事業からの脱却とペットと障がい者をつなげ

る福祉という共助事業への変革
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00040 吉田運送株式会社 9050002018944 通常枠 海上コンテナ活用と輸送＋αの付加価値によるＢｔｏＣサービス開発 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00046 松田製茶 通常枠
フリーズドライ製法を採用した果実入り粉末茶の新商品開発とブランディ

ング
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00051 中山工業株式会社 6050001010095 通常枠
最新ファイバーレーザー機を導入し、水素エンジン型非常用発電機の鈑金

コストを大幅に低減する
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00052 株式会社カジマ 1050001007336 通常枠 水産食料品製造業から冷凍調理食品製造業への事業転換事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00053 炭火屋　せがれ 通常枠 居酒屋から焼き鳥テクアウトで事業拡大、売り上げアップ計画 結城信用金庫

関東 茨城県 R2081U00056 株式会社菊池精機 3050001023100 通常枠
「人工衛星の筐体部品」製造を足掛かりに宇宙産業分野参入の夢を実現す

る
有限会社アイ・エム・エス

関東 茨城県 R2081U00057 株式会社ＴＥＣＨＲＥＶＯ 4050001017448 通常枠 ウィズコロナで要求される設備を備えた革新的居住スペースの提供事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081U00059 株式会社今橋製作所 3050001033396 通常枠 電気自動車・新型新幹線・先端医療機器向け超難加工製品への挑戦 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 R2081U00061 株式会社広報社 1050001000943 通常枠 立体造作物製造環境の整備による「癒やし空間」の新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081U00063 山﨑工業株式会社 7050001005920 通常枠
半導体・航空宇宙システム製造工場の新設及び、高品位・高効率な技術の

構築
株式会社常陽銀行

2023年4月14日時点
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関東 茨城県 R2081U00067 株式会社釜屋製作所 1050001032210 通常枠 最新２軸ＮＣ旋盤の導入による環境配慮製品部品生産への業態転換 結城信用金庫

関東 茨城県 R2081U00069 根本自動車株式会社 6050001017140 通常枠 茨城県自動車整備を牽引する最先端エーミング作業による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 R2081U00070 有限会社川澄製作所 7050002042913 通常枠
医療機器向け新分野展開のための専用工場建設と新設備導入での事業基盤

強化
株式会社群馬銀行

関東 茨城県 R2081U00073 有限会社広瀬製粉 3050002042413 通常枠 和菓子向け上新粉の製造からパン洋菓子向け米粉製造へ新展開 下館商工会議所

関東 茨城県 R2081U00074 株式会社メディアクロス水戸 9050001008764 通常枠
脱炭素！紙からＷＥＢ主体への転換を図るため、地域ポータルサイト運営

事業に取組む
水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00076 株式会社オオキ 7050001032774 通常枠 油圧機器分野への新分野展開による事業再構築と競争力強化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00079 株式会社後藤製作所 8050001004806 通常枠 全自動レーザ加工機の導入による化学機械製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 R2081U00081 株式会社トータルステップ 8050001017865 通常枠
「フォークリフト運転技能講習登録教習機関」への登録、および技能講習

の実施
株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00083 株式会社サカリ 7050001018848 通常枠
微細加工と金型製作技術を活用したＤＮＡチップ等の医療機器の樹脂成形

分野への進出計画
シェアビジョン株式会社

関東 茨城県 R2081U00091 株式会社つくばグランドホテル 5050001017389 通常枠
観光ホテルによるペット葬祭サービスの開始でペット需要取り込みと売上

拡大
湯原　英右

関東 茨城県 R2081U00096 アルバファインテック株式会社 6050001030151 通常枠 熱劣化を抑える混練機を活用した環境配慮型バイオマスプラの供給 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00097 株式会社トキタ 7050001015085 通常枠 飲食業界の課題に対応した高付加価値トラフグ加工品の提供 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00099 特定非営利活動法人つくばフットボールクラブ 4050005005259 通常枠 放課後児童クラブ事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00101 株式会社タンゲ製作所 6050001006325 通常枠
ハードグリップインサートナットの開発及びビジネスモデル変革による稼

ぐ力の醸成
公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 R2081U00102 常陸コミュニティデザイン株式会社 6050001040984 通常枠
常陸太田産ぶどうを救え！ワイナリー事業による特産品のリブランディン

グ
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00103 沢井工業株式会社 7050001002819 通常枠 高剛性の門型ＭＣ等を導入し、半導体製造装置の新分野に参入する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00105 株式会社湖北 9050001009102 通常枠 土浦活性化に資する高度防音レンタルスペース提供への業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00106 アヤネイル 通常枠 最新機器を活用した介護脱毛とキッズ脱毛への新分野展開。 結城商工会議所

関東 茨城県 R2081U00107 有限会社ケイテック 3050002035350 通常枠
「真空バルブ装置事業への事業再構築による事業構造転換と売上Ⅴ字回復

の実現」
株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00110 大丸鉄興株式会社 3030001075829 通常枠 ３次元金属積層造型機導入による、電気自動車部品分野への展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00112 株式会社ホテルベストランド 7050001027196 通常枠 つくば発おもてなし型ビジネスホテルから焼肉店出店への新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00113 株式会社東京バル 5050001046875 通常枠
つくば市発ＳＤＧｓ「ヴィーガン食で世界的な環境課題の解決に貢献す

る」
株式会社千葉銀行

関東 茨城県 R2081U00114 和牛豚串　圭 通常枠 飲食店からほこたのスイーツを提供する洋菓子店への業種転換事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00115 有限会社荒井商事 2050002014495 通常枠 移動型大型クレーンによる大型重量機械の設置事業 依田　忠

関東 茨城県 R2081U00117 石井化成品株式会社 1050001029339 通常枠
ＲＴＭ成形加工機とＦＲＰ高精度加工技術を活用したインフラ需要獲得事

業
株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00119 株式会社宮本製作所 6050001023659 通常枠 自動車エンジン部品加工から医療機器部品生産への事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 R2081U00121 ニューエイジ株式会社 3050001013522 通常枠 新規マシニングセンター（ヤマザキマザック製）による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社
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関東 茨城県 R2081U00128 株式会社大三 3050001015774 通常枠 つくば発！テレワークとビジネスホテル融合によるシナジー事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00129 有限会社長谷商事 7050002036551 通常枠
リモートワーク需要を踏まえ、不動産業からレンタルオフィス業へ新分野

展開
株式会社シャイン総研

関東 茨城県 R2081U00130 株式会社若東龍 2050001032944 通常枠 ちゃんこ料理店から、相撲と健康コンテンツ提供事業へ事業再構築 下館商工会議所

関東 茨城県 R2081U00132 北条工業株式会社 1050001016287 通常枠 建設業知見で安心・迅速な革新的人材マッチングの新分野展開事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00134 株式会社共和プリサイスマニファクチャリング 6050001023106 通常枠
金属３Ｄプリンタ用高機能金属粉末の供給事業によるビジネスモデルの変

革
公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 R2081U00135 株式会社ユーケン 7050001019045 通常枠 ユニバーサルデザイントイレ・シャワー室の製造販売事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00137 日本サポートシステム株式会社 7050001010004 通常枠 装置等の修理・更新業務に関するメンテナンス事業の体制整備 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00141 株式会社茨城圧力機器製作所 4050001002763 通常枠 自社技術の活用で、風力発電機の増速機生産を短期間に行う 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00144 株式会社安井商店 8050001013996 通常枠 クラフトスピリッツを活用した地域振興と観光の資源化 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00150 ソウテックコーポレーション株式会社 2050002031755 通常枠 レーザーマシン導入による火力・水力発電向け励磁装置の生産体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 R2081U00151 株式会社ラフアロット 7050001036123 通常枠 新型コロナ対策完備の個室型ロボットレストランへの大胆な業態転換 株式会社足利銀行

関東 茨城県 R2081U00152 株式会社黒田鉄工 6050001000872 通常枠 新設備導入による、建築資材・住宅設備の金属加工業への参入 牛腸　真司

関東 茨城県 R2081U00153 株式会社コムズケア水戸 9050001008830 通常枠
ペット共生型グループホーム開設による障がい者福祉事業のワンストップ

化
水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00155 株式会社　横島エンジニアリング 9050001031163 通常枠 国内上下水道管路老朽化に対応する管路更生工事施工事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00161 株式会社ダイニクロ 6050002030869 通常枠 原子力配管事業への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00163 有限会社松蔵屋 6050002037939 通常枠
大分類Ｉの酒小売（５８５）から大分類Ｅの酒類製造業（１０２）へ業種

転換
水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00164 株式会社和栗や 4050001008728 通常枠 テイクアウト栗スイーツ専門店出店と栗菓子の新規製造・卸売事業 田本　秀行

関東 茨城県 R2081U00165 東伸工業株式会社 9050001025660 通常枠 「地域資源再生企業」へ　建設力・環境力・地元力で宿泊業参入 村松　清美

関東 茨城県 R2081U00166 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ 6050001040712 通常枠 唐揚げ専門店新規出店 土浦商工会議所

関東 茨城県 R2081U00176 株式会社ＷＡＫＯＵ 3050001043908 通常枠 コロナによる移動販売車ニーズを捉えた一気通貫の自動車架装業 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00179 ツバキカフェ 通常枠
代表の強みを生かした長期滞在型体質改善プログラムを実施するための建

物建設
滑川義裕

関東 茨城県 R2081U00180 株式会社茨城製砥 4050001029352 通常枠 半導体製造装置市場参入（新分野展開）のための設備導入に伴う事業計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00181 株式会社沢平 9050001023202 通常枠 高精度シャフト加工技術を生かした新分野への多角的進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00188 株式会社祐月本店 8050001002355 通常枠
老舗節句人形店が新たに手掛ける、里山環境を味わうキャンプ場の設立・

運営
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00190 株式会社安達製作所 8050001031313 通常枠
主に非対面かつデジタル化を促進する電子製品の組立・配線事業への新分

野展開
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00192 有限会社ケン・インターナショナル 7050002007024 通常枠 美容室のノウハウを生かしたメンズトータルビューティー事業 河村裕司

関東 茨城県 R2081U00196 株式会社ＬＬＥ 5050001033857 通常枠 ウイルス感染防止対策を徹底した利便性の高い未来型薬局の新設 荻野　直樹
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関東 茨城県 R2081U00198 株式会社三友製作所 3050001026524 通常枠 次世代光通信用デバイス向け超精密平坦加工装置の製造・販売 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 R2081U00200 山藤鉄工株式会社 6050001023790 通常枠 大型立旋盤導入による水素発電関連部品への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00202 株式会社三宝 4050001047008 通常枠 筑波山麓初となる本格グランピング場開設で、経営の安定化を図る 株式会社アクセルパートナーズ

関東 茨城県 R2081U00205 株式会社フクダ 8050001007049 通常枠 アパレル業から地場産業である干芋製造への事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 R2081U00206 あぐに株式会社 3050001006393 通常枠 茨城県産こだわり野菜の本格中華を職場・ご自宅にデリバリー！ 松田　裕

関東 茨城県 R2081U00207 株式会社興進製作所 3050001026301 通常枠 最新横形複合加工機導入による車載燃料電池部品製造装置事業への進出 山地　真吾

関東 茨城県 R2081U00208 有限会社堀江製作所 7050002004203 通常枠 多機能付きＣＮＣ複合旋盤の導入による半導体製造装置部品への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00209 玉龍商事株式会社 2050002026152 通常枠 循環型社会の実現を目指す国内唯一の非鉄金属リサイクル技術の開発 税理士法人優和

関東 茨城県 R2081U00214 有限会社平井自動車 7050002018616 通常枠
先進安全自動車（ＡＳＶ）に対応する整備・点検・調整設備の導入による

新たな整備事業の開始
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00215 株式会社いなせ 4050001013199 通常枠 子供専用の美容室「キッズ美容室」のオープン 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00223 アイガ電子工業株式会社 8050001022873 通常枠 クラス３基準導入による医療機器向け電源回路への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00236 株式会社インプライ 3050001006187 通常枠 オンライン学習システムの構築によるコンサル事業の業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00239 株式会社プロスパー 8050001003279 通常枠 急速冷凍技術によるワンフローズン※常陸牛の開発・販売 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 R2081U00245 株式会社システムデザイン 2050001025089 通常枠 ＩＣＴサービスを提供するレンタルオフィス事業の展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081U00249 株式会社白土プリント配線製作所 8050001006827 通常枠 高度加工技術によるＩＧＢＴモジュール金属ベース基板の新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081U00256 ＨＩＫ株式会社 7030001116802 通常枠 液晶パネル露光装置の基幹部品製造による、新分野進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00269 有限会社なかやま 1050002017425 通常枠 ウィズコロナ時代における新たなニーズに着目した弁当事業の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00270 株式会社根本漬物 7050001003197 通常枠 老舗漬物業者が取り組む、そぼろ納豆製造とオーガニック化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00273 有限会社松沼林業 5050002017470 通常枠
バイオマス発電に利用する木材チップの製造・販売に新規参入する、自社

の既存事業と親和性が高い事業再構築計画
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00274 有限会社ぬりや 1050002002526 通常枠 地産地消の地ビールビアスタンドと水戸名物の蒲焼の冷凍食品化 水戸商工会議所

関東 茨城県 R2081U00278 有限会社カシムラ工業所 8050002030405 通常枠 環境に優しい亜鉛メッキ製造企業への転進、安全と効率の追求 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00286 株式会社エム・エム・イー 7050001014541 通常枠 キュアリング庫の整備による、干し芋加工販売への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00295 株式会社ＭＪコーポレーション 2050001036482 通常枠
自社所有の土地を活かしてモンゴル式グランピングを開発し、観光事業に

新規参入。
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081U00297 株式会社井上フード 7050001013262 通常枠
自然発酵種とブラストチラー製法の導入による、画期的なパンのＥＣ事業

を実現。
株式会社常陽銀行

関東 茨城県 R2081U00301 有限会社取手清掃 7050002036543 通常枠 高付加価値な無添加石鹸と洗剤の早期事業化によるＶ字回復事業 茨城県商工会連合会

関東 栃木県 R2091U00003 サンリード株式会社 1060001019652 通常枠 プラスチック用射出成形型の国内製造への業態転換とリユース製品の販売 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00004 株式会社おさるランド 2010801024954 通常枠 オンライン配信事業、小動物テーマパーク化事業の構築 株式会社足利銀行
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関東 栃木県 R2091U00005 株式会社志ぶ家 9060001027680 通常枠 日本料理店発！製造小売部門拡大で売上の新たな柱に！ 大田原商工会議所

関東 栃木県 R2091U00008 株式会社アスリートクラフト 9060001026963 通常枠 接骨院分野での施術を活用した女性専用瘦身エステ分野進出事業 佐野商工会議所

関東 栃木県 R2091U00009 株式会社ＦＴＭテクニカルサービス 2060001022820 通常枠 半導体ウエハーのクリーニング装置開発により半導体市場に進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00012 株式会社サンテクノロジー 3060001010436 通常枠 航空機部品加工から半導体製造装置向け部品加工への新分野展開 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 R2091U00014 有限会社栄商事 4060002022207 通常枠 那須の大自然を満喫できる完全個室型温浴施設への業種転換 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 栃木県 R2091U00016 株式会社ヘクト 2060001022507 通常枠
自動車レース用エンジン部品の高精度加工技術とブランド力を活かしゴル

フ市場への参入計画
株式会社エフアンドエム

関東 栃木県 R2091U00017 東京オート株式会社 1060001014513 通常枠
マルチディーラーの強みを活かしアウトドアと新たなカーライフの橋渡し

企業へ
株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00018 有限会社久保田溶接工業所 1060002003317 通常枠 建設機械・農業機械業界参入による新成長戦略の展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00021 株式会社アガ設計工業 6060001005086 通常枠 「放課後等デイサービス」施設の運営による事業の相互補完体制の構築 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 R2091U00035 株式会社ワタナベプレス 3060001004735 通常枠 ３Ｄプリンター・５面加工機の導入による産業用ドローン市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 R2091U00036 株式会社ゼニス 1060001011411 通常枠 木造・木質化推進による耐火木材の開発、製造の為の加工設備導入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00041 株式会社Ｌｉｆｅ　ｉｓ 4060001017918 通常枠 衛生面を配慮した個包装サンドイッチとプリンのテイクアウト専門店 リードブレーン株式会社

関東 栃木県 R2091U00044 有限会社昭山化工 4060002039085 通常枠 微細成形を高精度に実現し通信機器製造へ新事業展開する計画 竹野谷　周久

関東 栃木県 R2091U00046 株式会社エフエムティ 5060001025713 通常枠 高品質合成樹脂製品の効率的短納期化を実現する新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00052 有限会社神山製作所 7060002002940 通常枠 新事業ロボット産業への参入と事業拡大 烏山信用金庫

関東 栃木県 R2091U00054 有限会社中山製麺 2060002012523 通常枠 コロナ禍でも市場機会を捉えた多様な提供態による創作うどん店を開始 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 R2091U00055 有限会社斎藤パーカー工業 5060002036230 通常枠 医療用縫合ホチキスの高品質で低価格な部品を製造する新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00057 有限会社黒磯製作所 9060002022136 通常枠 医療機器等に使用される樹脂切削部品製造事業の展開 野崎　仁剛

関東 栃木県 R2091U00058 美容室ハピネス 通常枠
美容技術を活かしたペットサロン（トリミング）の開設による事業の幅の

拡大
鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 R2091U00060 株式会社テツカクリエート 1060001002889 通常枠 高温、高圧力対応ホットプレス導入による熱可塑性ＣＦＲＰ成形の実現 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 R2091U00063 クラフトワーク株式会社 1060001006543 通常枠
先端的デジタル技術を活用した施工方法及びメンテナンス方法の抜本的転

換
株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 R2091U00065 株式会社三本松茶屋 5060001008602 通常枠
地域資源を活用した総菜製造のためのセントラルキッチン新設と食品製造

卸売への事業転換
日光商工会議所

関東 栃木県 R2091U00066 株式会社オリジンプラント 5060001023923 通常枠 乾燥設備による園芸用赤玉土の製造販売事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 栃木県 R2091U00067 株式会社不二ドライ 3060001003844 通常枠 サブスク方式の家庭洗濯代行サービスの新規開発と新規顧客開拓 株式会社プラネット・ビジネス・サポート

関東 栃木県 R2091U00068 有限会社三誠 6060002021875 通常枠 非接触型葬儀によるコロナ禍における安心安全なお別れの場の提供 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 R2091U00069 株式会社オノプラント 9010001198725 通常枠 「航空機」分野から「医療機器」分野への進出 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00071 有限会社齋藤製作所 9060002028471 通常枠 社会インフラ整備、洋上風力発電業界参入による事業再構築 小山商工会議所
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関東 栃木県 R2091U00072 有限会社ザ・ページェント 2060002015682 通常枠
ニューノーマルに沿った新しいアウトドア体験を提供するオーベルジュ事

業
株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 栃木県 R2091U00077 有限会社山本屋 9060002015908 通常枠 コワーキングスペース付きキャンプ場の整備 有限会社エスエス創造研究所

関東 栃木県 R2091U00080 株式会社ライフパートナー 1060001029107 通常枠 障がい者と共に広げる国産きくらげ製造事業！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00082 株式会社石井機械製作所 3060001018289 通常枠 大型化が予想される次世代輸送機の異素材接合技術の確立を目指す 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 R2091U00086 株式会社マルサ 6060001004212 通常枠 衣類専門トランクルームとＷＥＢお直しサービスによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00087 株式会社オガタ・エスメック 9060001018416 通常枠
食品製造機械部品の下請け業者から医療医薬品製造装置メーカーへの事業

再構築
株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 R2091U00089 有限会社しのぶや 5060002023071 通常枠
環境に配慮した大型自動車鈑金・塗装工場で、企業回復と未来ある社会

を！
株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00090 株式会社サンテック 7060001020778 通常枠 廃棄資源を活用したペット用商材の開発・販売による環境貢献事業 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00093 株式会社大正光学 9030001020440 通常枠
「ウェットプロセス法＋光ＭＯＤ」による低屈折率反射防止膜による事業

再構築
株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00095 株式会社シンワモールド 6060001023162 通常枠
医療機器用スーパーエンプラ射出成型金型開発による、医療機器市場への

新分野展開
株式会社東和銀行

関東 栃木県 R2091U00102 技研精機株式会社 8060001009894 通常枠
ナノインプリントリソグラフィ装置の基幹部品製造に新規参入する、自社

の技術力を生かした事業再構築計画
株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 R2091U00103 ｗｉｌｄ　ｋｉｃｈｅｎ　ｋｕｍａｋｕｍａ 通常枠 気軽に訪れて楽しく飲める「手ぶらキャンプ場」や「ＲＶパーク」の開設 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00104 日光ゲストハウス巣み家 通常枠 テレワーク及びワーケーションに特化した一棟貸し宿泊施設の建設 日光商工会議所

関東 栃木県 R2091U00106 株式会社トーコー技研 1060001018910 通常枠 電気自動車向け安全装置用部品の製造体制の構築および量産化 牛腸　真司

関東 栃木県 R2091U00107 有限会社佐藤精機 2060002013959 通常枠 微細・小型精密加工部品製造から大型超精密部品製造へのチャレンジ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00108 高坂繊維株式会社 6060001018831 通常枠
大手メーカーと競合しない革新的かつ地産地消を考えたプロテイン製造事

業
株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00111 有限会社ホンゴウ 2060002033676 通常枠 レーザ切断機導入による新素材加工と高精度加工による新分野展開！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00112 株式会社Ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｒ 6060001013576 通常枠 コロナ禍で居酒屋をどう変えるか？社運を賭けた僕らの事業再構築 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 R2091U00114 株式会社ＳｉｔａＲａｍａ 9060001019835 通常枠 バリアフリーヨーガの動画配信とｘＲ対応コンテンツの制作販売事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00115 株式会社ファンテクノロジー 7060001024416 通常枠 障がい者就労支援施設様向け基幹系一元管理システムの開発販売 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00116 株式会社アソシエオレンジ 7060001021264 通常枠
ウィズコロナ時代の“過ごしやすい空間づくり”による事業再構築、新分野

展開プロジェクト
北岡　慎吾

関東 栃木県 R2091U00118 さくらタクシー有限会社 2060002012630 通常枠 再構築マネジメント事業「まちの待合室ＴＡＫＵ－ＴＡＫＵ」 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 R2091U00120 田村建設株式会社 2060001011427 通常枠 那須の保養所をデザインリノベーションしたリゾートホテル事業 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 栃木県 R2091U00122 有限会社日下田材木店 2060002017563 通常枠 潜在需要が高くコロナ時代にマッチしたコインランドリー事業 真岡商工会議所

関東 栃木県 R2091U00123 有限会社存じやす 4060002005376 通常枠 ポストコロナを見据えた存じやすの新分野展開戦略 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00124 株式会社奴寿司 3060001007754 通常枠 日本一の人財力を活かしたテイクアウト体制構築による業績Ｖ字回復 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00126 青和現代彫刻株式会社 2060001010767 通常枠 モニュメント・外装事業とシナジー効果の高い店舗内装業への進出 株式会社ゼロプラス
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関東 栃木県 R2091U00128 西堀酒造株式会社 9060001014588 通常枠 国内外の新規市場を見据えた蒸留酒新規製造開発事業 足利小山信用金庫

関東 栃木県 R2091U00129 株式会社火の魂カンパニー 7060001016140 通常枠 新ご当地餃子「火の魂餃子」開発とＥＣ利用による新市場開拓 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00132 株式会社スズキプレシオン 8060001010472 通常枠
無人化を目指した搬送ロボットによる医療機器製品の新たな加工システム

の構築
税理士法人赤津総合会計

関東 栃木県 R2091U00137 株式会社仲山商事 6060001009599 通常枠
卸売業から物流代行サービス業へ！新物流・販売システムを構築し、個人

向け配送を実現！
株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00140 株式会社古川商店 8060001003947 通常枠 斬新なナッツ販売手法の開発とギフト市場への参入 株式会社サクシード

関東 栃木県 R2091U00141 株式会社アズクラブ 9060001017938 通常枠 地域密着コミュニティ型インドアゴルフ事業 栃木信用金庫

関東 栃木県 R2091U00144 株式会社静風 4060001009915 通常枠 フリーズドライ機器導入による内製化とＯＥＭ受注 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00151 株式会社ＴＡＮＺＥＮ 6060001027015 通常枠 コロナ禍における持続可能社会実現に向けた全く新しい発想の新事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00154 有限会社郡司義一商店 8060002023977 通常枠 冷凍しない精肉（自然な流れ）で作った無添加スペアリブととんかつ販売 石田　信行

関東 栃木県 R2091U00157 株式会社ユミィ 6060001021918 通常枠 ペンションの非対面式大型貸別荘へのリモデルによる再構築計画 株式会社静岡銀行

関東 栃木県 R2091U00158 有限会社東花製菓 3060002006318 通常枠 地域密着型ハイブリッドホテルの構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00159 株式会社ミールケアサービス 2060001015741 通常枠 結城発、急速冷凍工場新設で福祉給食を全国商圏化する再構築事業 結城信用金庫

関東 栃木県 R2091U00162 有限会社ニッテク 2060002018198 通常枠 日本料理店から焼肉店へ～アドベンチャーヴィレッジ益子プロジェクト～ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00165 大貫歯科医院 通常枠 事業再構築へ向けた「内製化された無菌インプラント治療」の提供 岸　広

関東 栃木県 R2091U00167 有限会社ＫＡＮＥＨＯＮ 2060002011896 通常枠 日本遺産の大谷石採石場上空を滑走するジップライン観光事業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 R2091U00168 株式会社ホンデン製作所 1060001009455 通常枠 日立グループからの脱却を目指すため建設業界へ新たに進出 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 R2091U00174 株式会社ウチックス 5060001010244 通常枠
チラシ×Ｗｅｂ×ショールーム×ＤⅩで提案。高品質外装塗装による住宅

長寿命化事業
税理士法人三部会計事務所

関東 栃木県 R2091U00175 株式会社晃南 6060001017924 通常枠 脱下請け！地域唯一のペット共生型障害者ＧＨ事業立ち上げ 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 R2091U00176 株式会社ニットー 2060002021821 通常枠 ＩｏＴを活用した検査システム導入で短時間の立会車検を実現する 東　健司

関東 栃木県 R2091U00177 株式会社ミランダスタイル 5060001011192 通常枠 栃木県食材を活かしたフランス伝統菓子パータシューケーキ店の展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00179 菊地化成株式会社 3060001018504 通常枠 電動式射出成形機導入によるＥＶ市場への参入 牛腸　真司

関東 栃木県 R2091U00185 有限会社福田工業 2060002015294 通常枠 ファイバーレーザー加工技術を駆使したＦＡ・ロボティクス分野へ新展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091U00187 有限会社高松製作所 5060002012512 通常枠
複雑形状部品加工のプログラム時間短縮と製品検査体制の確立を実現して

新規市場参入を行う。
株式会社栃木銀行

関東 栃木県 R2091U00191 有限会社近藤製作所 1060002017226 通常枠
専用設備導入によるゴム金型新規受注体制の充実と高能率・高品位加工の

実現
株式会社栃木銀行

関東 群馬県 R2101G00001 日渉運輸株式会社 9070001019900 卒業枠 大規模物流倉庫の建設による、倉庫業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00004 株式会社菓匠清月堂 7070001024200 通常枠 花いんげん甘納豆を販売する老舗和菓子店の和風カフェ事業の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 R2101U00005 ゼネラル工業株式会社 6070001019548 通常枠
飲食店向け盛り付けロボット装置等の売上減を脱するための、特殊車輌等

頑強な部品製造への新展開事業
シェアビジョン株式会社
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関東 群馬県 R2101U00006 草津ホテル株式会社 4070001023758 通常枠 空き家をサイクリスト向け施設にするアルベルゴディフーゾの展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00007 株式会社ＲＩＴＡ’Ｓ　ＲＡＮＣＨ 3070001032520 通常枠 愛犬同伴可のワーケーション運営で次世代ライフスタイル発信地へ 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00009 株式会社大澤屋 2070001017555 通常枠 「冷凍水沢うどん」の新製品開発による冷凍食品の卸事業の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 R2101U00010 日東電化工業株式会社 7070001008021 通常枠 アルミ製化粧品容器への表面処理加工事業 ぐんぎんコンサルティング株式会社

関東 群馬県 R2101U00016 株式会社カネマジオファーム 6070001031882 通常枠 コロナ禍で生き残りを懸けた農産物直売事業の立ち上げ 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00019 関東商会株式会社 8070001027029 通常枠 研磨剤等の卸売業から木材への液体ガラス含侵加工事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00020 有限会社栄精工 9070002029295 通常枠 地域製造業を支える金型リバースエンジニアリング事業への挑戦 渡邉勝次

関東 群馬県 R2101U00021 株式会社測研 5070001011308 通常枠 三次元技術による地域社会貢献のための高度測量設計技術の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00022 三豊化成株式会社 6070001016066 通常枠 「高付加価値＋大量生産」の新分野への展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101U00023 谷川岳ドライブイン株式会社 7070001023210 通常枠 谷川岳温泉「湯吹の湯」新規日帰り温泉事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00024 一般社団法人コトハバ 4070005008961 通常枠 絶景サウナキャンプでの経営合宿特化型ワーケーション事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 R2101U00027 有限会社シャーベット 3070002015359 通常枠 花屋が手掛けるフォトスタジオで新たな市場を開拓する 高崎信用金庫

関東 群馬県 R2101U00029 株式会社小花製作所 1070001015378 通常枠 高精度の板金加工技術を活かした再生医療装置部品等への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 群馬県 R2101U00031 有限会社半田金型製作所 2070002033782 通常枠 超高張力鋼を素材とした軽量・高度な新たな自動車部品の製造 館林信用金庫

関東 群馬県 R2101U00032 株式会社富士精工 8070001020066 通常枠 医療用スーパーエンプラ金型の製造へのチャレンジ 株式会社北関東Ｍ＆Ａサポート

関東 群馬県 R2101U00034 株式会社明清産業 3070001003257 通常枠 銅箔糸の新分野展開による事業再構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00035 島田工業株式会社 7070001013442 通常枠
空調機器の部材下請け生産から大型ミスト噴霧器事業における自社製品販

売への転換
株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 R2101U00042 ｔｅｎｔｅｎｎａｎｔｅ株式会社 4011301019864 通常枠 喧騒から逃れ、安心という贅沢を。ＥＡＴ＆ＳＴＡＹの新しい形。 利根郡信用金庫

関東 群馬県 R2101U00043 有限会社津久田クリーニング 8070002019363 通常枠 大型コインランドリーと無人クリーニングＢＯＸを備えた店舗出店 山崎コンサル株式会社

関東 群馬県 R2101U00045 株式会社シーガル・リゾートイノベーション 6010501026545 通常枠
自然と空き店舗を活かして県内及びみなかみの特産物の加工・販売を行う

「みなかみ旅の駅」事業
利根郡信用金庫

関東 群馬県 R2101U00048 株式会社磯部ガーデン 3070001009808 通常枠
新しい働き方に対応したビジネスニーズに応える本格ワーケーションプラ

ンの開発
株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00050 有限会社徳江金型 9070002020865 通常枠 切削加工を取り入れることにより受注機会の巾を拡大する業態転換事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101U00052 原沢りんご園 通常枠 りんご園での新規グランピング事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00056 有限会社大竹製作所 8070002028430 通常枠 最新式ファイバーレーザー導入による金属加工新市場・新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00057 ＴＳ工務店株式会社 1070001028207 通常枠 ＩＣＴ重機を活用した新分野展開「残土処理業」への進出事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00059 株式会社北米屋 5070001025150 通常枠 自動車販売型のビジネスモデルから自動車整備への新事業展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00060 有限会社アクト 5070002032393 通常枠 有限会社アクトによる自動車整備工場への事業転換 群馬県商工会連合会



9 / 67 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【関東ブロック】　＊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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

関東 群馬県 R2101U00061 株式会社下井田製作所 1070001016112 通常枠
自動車向け試作部品開発及び金型製作からトラック向けプレス量産部品製

造／販売への新分野展開
株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00062 株式会社薬理研 3070001008966 通常枠 新規事業【かかりつけ薬局・地域医療に特化した調剤薬局】の開業 高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101U00068 株式会社伸栄建窓 9070001028629 通常枠 グランピング事業への業種転換による吉岡町の地域活性化と防災強化事業 水谷　弘隆

関東 群馬県 R2101U00070 株式会社ジャパンガルバー 4070001013908 通常枠 地域経済活性化に向けた群馬県唯一の新規めっき事業領域への拡大 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 群馬県 R2101U00071 有限会社滝沢電気工事 8070002036573 通常枠 災害増加により設置増の非常用発電機の法定点検事業への進出 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00073 株式会社プレマ 8070002004720 通常枠 オーガニック市場の拡大を視野に入れた組織再編と新規事業開発 株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00074 有限会社ティープロダクト 6070002013104 通常枠 群馬県産唐辛子と梅を用いた新調味料開発のための新工場建設と販売事業 高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101U00078 有限会社永井製作所 4070002030274 通常枠 次世代自動車向け大型順送プレス金型需要獲得に向けた事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00083 株式会社東京鋳造所 2070001025376 通常枠
ディーゼル用アルミ鋳造ビジネスから次世代自動車向け鋳鉄ビジネスへの

転換
株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00085 株式会社ちぎら建設 9070001029445 通常枠 「建築」×「飲食」のノウハウを活用した体験型学習施設への新分野展開 水谷　弘隆

関東 群馬県 R2101U00089 株式会社サイトウティーエム 6070001008922 通常枠
半導体製造及び医薬品向け省力化機器及び検査装置等の開発体制の構築と

販売
群馬県信用組合

関東 群馬県 R2101U00090 株式会社ＳｅｅｅＤエンジニア 9070001035971 通常枠 最新測量技術３Ｄレーザースキャン測量の移行による業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00096 株式会社渡辺製作所 5070001020358 通常枠 ファイバーレーザ溶接機の導入による医療・福祉・環境分野への挑戦 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00097 株式会社ペリテック 4070001008313 通常枠 ５Ｇ　とバーチャル技術を利用した製造業教育のＤＸ　化事業の構築 高崎信用金庫

関東 群馬県 R2101U00098 システムセイコー株式会社 9070001009455 通常枠 医療機器用ユニット製品事業の立上げ 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 R2101U00102 株式会社天国社中央 8070001029099 通常枠 新しい生活様式の葬儀スタイル。１日葬天国社典礼館の運営。 株式会社高崎総合コンサルタンツ

関東 群馬県 R2101U00105 有限会社山之内製作所 9070002031383 通常枠
工作機械から半導体製造装置への事業再構築に向けたアルミ加工及び量産

体制整備
株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 R2101U00108 有限会社サマタこめ販売 4070002010128 通常枠 活用できていない土地を活かした、炊飯及び急速冷凍事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00110 株式会社しせん 5070001016100 通常枠
店の味を冷凍自動販売機と電子レンジで実現する！コロナ時代の飲食業の

新事業展開
小川秀樹

関東 群馬県 R2101U00111 岡部工業株式会社 1070001013183 通常枠
ＢｔｏＢのＥＣサイト運営で製造業クラスターのものづくりを構築し新規

受注を拡大する
株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00114 ポニー電機株式会社 5070001012636 通常枠 遠隔高速操作形パワーエレクトロニクス共同研究開発サービス事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00115 株式会社ティー・エス・ケー 9070001017185 通常枠 新規事業参入に伴う設備導入及び生産体制の確立 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00116 株式会社美喜仁 8070001016469 通常枠
外食・中食・宅配の複合展開により企業ブランド強化し、コロナ禍　に打

ち勝つ経営
竹野谷　周久

関東 群馬県 R2101U00120 みやま運輸倉庫株式会社 7070001014300 通常枠 軟質系プラスチック回収・破砕・洗浄・造粒リサイクル事業 マイティ・エーアイ税理士法人

関東 群馬県 R2101U00126 株式会社秋葉ダイカスト工業所 2070001006054 通常枠
自動車のＣ・Ａ・Ｓ・Ｅ化に依る需要変化に対応した車載通信部品事業へ

の再構築
株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00128 中生館 通常枠
ワーケーションとひとり旅に特化した和風コンパクトシングルルームの新

設
須永　達也

関東 群馬県 R2101U00129 有限会社高柳エンジニアリング 5070002019317 通常枠 製造プロセスの自動化設備需要の獲得による事業再構築 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 R2101U00130 株式会社ラジネス 4070001025804 通常枠
新型コロナウィルスの影響にともなうネット通販・ドライブスルー販売の

実施
株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00131 有限会社カワギシ・エーアイ 5070002028747 通常枠
バッテリーの性能保持に役立つ部品製造で、次世代自動車市場への販路開

拓
株式会社八十二銀行

関東 群馬県 R2101U00132 翼電気株式会社 5070002020200 通常枠 林業参画に伴う事業計画書 酒井　豊

関東 群馬県 R2101U00135 株式会社深町食品 6070001020051 通常枠 群馬のカットフルーツで健康お届け！不活性ガス充填で長持ち品質 松田　裕

関東 群馬県 R2101U00138 有限会社樋田鉃工 2070002036645 通常枠 最新鋭レーザー加工機導入による、産業機械業界から建築業界への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 R2101U00140 石井ファーム 通常枠 蒟蒻粉を主成分とした虫歯予防菓子 利根郡信用金庫

関東 群馬県 R2101U00142 株式会社富岡富士製作所 3070001011854 通常枠
最先端複合機を導入し、新分野（５Ｇ通信機器・ＢＣＰ対策機器製造）へ

進出
しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00145 株式会社花山うどん 4070001021968 通常枠 日本麺文化の再構築に向け、新分野事業を展開し、新しい市場を切り開く 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00147 有限会社メディアグロース 3070002025382 通常枠 コンクリート床の課題解決に向けたポリッシングサービスの国内展開事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00149 株式会社ＳＮＡＲＫ 4070001032940 通常枠 組み立て式小屋キットの開発・販売と子どもの遊び場運営事業 高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101U00153 株式会社北斗 5070001013948 通常枠 金属プレス製造業における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00154 株式会社秋元鉄工所 1070001021392 通常枠 大型自動化設備の需要獲得による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00157 株式会社堀田 3070002004840 通常枠 従来からの事業の強みを生かしたスノーボード製造業へのチャレンジ しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00161 株式会社ビット 5070001011910 通常枠
ＤＸ営業やＡＩ生産計画システム等の導入によるドリル形状工具の新分野

展開
しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00162 株式会社長井精機 9070001007888 通常枠 温室効果ガス削減に寄与する自動車産業用治具の製造 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00163 東精機株式会社 5070001006084 通常枠 検査治具製品向け部品への参入事業計画 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00164 有限会社山一製作所 3070002015185 通常枠 自動車部品製造から医療機器部品製造への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00168 株式会社小池鉃工 4070001021704 通常枠 鉄骨建築事業再構築を図るための新分野展開による収益向上の実現 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00171 株式会社トレジャートラスト 7070001028069 通常枠 自社事業の有機的連携による高医療依存者向け看護事業の開始 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00174 株式会社蛭間木工所 5070001016488 通常枠 コロナ感染を防止する多目的な木製ユニット個室の製造 株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00177 インターメディアサービス 通常枠 ライブ配信及び録画配信を利用した動画配信請負事業 あかぎ信用組合

関東 群馬県 R2101U00183 ＬＯＯＫ　ＴＥＣ株式会社 3030001089085 通常枠 血糖値に代わるグルコース濃度を光で測定するデバイスの開発／商品化 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00186 有限会社岩崎鉄工 4070002028153 通常枠 大型化部品への需要獲得による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00193 株式会社北毛久呂保 4070001023361 通常枠
特産品であるこんにゃくと野菜・果物を利用したヴィーガン向け食品の開

発
群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00195 株式会社錦野金型工業 9070001014265 通常枠 高精密大型金型と大型金型部品製作の製造方法を開発する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00197 有限会社ＨＩＲＯ建築工房 4070002008048 通常枠 ハード面からパッケージで運用する知的障害者共同生活支援事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00198 スバル工業株式会社 7070001021791 通常枠 金属部品加工における海外市場獲得による事業再構築 館林商工会議所
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関東 群馬県 R2101U00199 有限会社ほだか製作所 2070002030912 通常枠 切削加工による金属製品製造における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00201 有限会社山高食品 9070002025055 通常枠 栄養満点な無添加たまご食品の移動販売を活用した新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00204 ＳＩＯＸ株式会社 3070001032009 通常枠
自動車部資材製造から吊り橋設計・建設に参入する為、板金から金属切削

加工へと横展開する事業再構築
株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 R2101U00206 株式会社シェリー 1070001018026 通常枠 下請け印刷業からプラスチック製品販売メーカーへ 小林　潤

関東 群馬県 R2101U00208 株式会社三協テクノス 3070002009988 通常枠 ＥＶ・ＦＣＶトラック用のブーム式電動昇降システムの開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00210 株式会社柴田合成 5070001011761 通常枠 環境に優しい化粧品ボトル生産への業態転換による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00213 株式会社ファイン・ラベル 5070001016793 通常枠 クリーンな食品・医療向けＲＦＩＤタグの開発を契機に事業を再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00214 株式会社タノ製作所 5070001007693 通常枠
プラスチック製品製造業における事業再構築　～吸収分割で取得した美里

工場の精鋭化～
株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101U00219 株式会社金加 2070001015773 通常枠
自社開発の機能性繊維を活用した健康・医療向けニット製品の販売による

再構築事業
桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101U00223 株式会社シグマエンジニアリング 4070001014220 通常枠 一般機械部品金属加工の強みを活かした、金型部品加工業への新分野展開 アイオー信用金庫

関東 群馬県 R2101U00226 株式会社タツミ製作所 6070001017064 通常枠 金属部品加工における新規製品分野への参入による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00229 有限会社バリールーツ 2070002015624 通常枠 駅前を起点とした地域活性化を目指した飲食店の開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00230 株式会社大道産業 8070001000621 通常枠 食品検査用人工知能と連動同期し仕事する搬送運搬装置の製造開発 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 R2101U00231 うみんちゅ 通常枠 居酒屋から自動販売機を活用した非対面式弁当販売への事業転換 前橋商工会議所

関東 群馬県 R2101U00233 株式会社長坂製作所 5070001019846 通常枠 新設備導入による、医療機器の部品製造への参入 牛腸　真司

関東 群馬県 R2101U00234 イソベテック株式会社 9070001033364 通常枠 国産ドローンの開発と巡視・点検サービス事業計画 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00235 ｉｃｈｉｍｏｎｚｉ 通常枠 地方活性化のカギ！移住ニーズに応える田舎暮らしを学べる宿 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00236 株式会社ホテル松本楼 7070001017922 通常枠 地域課題を解決する伊香保ベーカリーを核とした複合観光施設開業 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 R2101U00237 株式会社貫井商事 9070001025782 通常枠 宿泊業への新分野展開による事業再構築 永田　智彦

関東 群馬県 R2101U00238 有限会社トミヤ化工 3070002024252 通常枠 インサート成形における新規製品分野への参入による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00239 株式会社インサレイションテクノロジー 8070001018449 通常枠 工事業から、工事に使用する部材の製造業（新分野）へ挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101U00244 土田酒造株式会社 6070001023590 通常枠 自然の菌を使う伝統技術を活かした乳酸発酵飲料の開発、新市場開拓 利根郡信用金庫

関東 群馬県 R2101U00256 有限会社石川鉄工所 8070002028026 通常枠 自動車向け金属プレス金型における事業再構築 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 R2101U00259 有限会社久保田鉄工所 8070002018836 通常枠
金型レスによるプレス加工、複雑形状加工を可能にする新技術確立と新製

品開発
株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101U00261 株式会社タイヨー 7070001016230 通常枠 金属加工における新分野展開による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00263 有限会社フィールド 2070002015797 通常枠 五感で楽しむことが出来る食事空間。 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101U00272 株式会社土屋合成 2070001012176 通常枠 プラスチック製品製造業における新製品分野参入による事業再構築 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 R2101U00282 有限会社高野商店 1070002014916 通常枠 酒屋の強みを活かした洋菓子開発と製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101U00283 オーラ産業株式会社 9070001018919 通常枠 樹脂塗装における新規需要獲得による事業再構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101U00289 株式会社日本デント 4070001013643 通常枠 感染リスクを減少する高精度切削加工のデジタルワークフローの構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101U00290 有限会社ＨＡＰＰＹ　ＩＳＬＡＮＤ 3070002013461 通常枠
惣菜店舗を併設したセントラルキッチンの構築による商品提供プロセスの

革新
高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101U00293 株式会社フロンティアジャパン 8010601047308 通常枠 塩原初のウエルネス対応，非接触・長期滞在型高級リゾート温泉ホテル 栃木県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111U00004 株式会社ＪＳＴ 9030001084816 通常枠 次世代電動車両向け駆動ユニット用ギヤシャフト製造による事業の再構築 町田　浩一

関東 埼玉県 R2111U00009 株式会社サンエイ設計企画 8030001084775 通常枠 障がい者グループホーム新規事業計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00013 平田精工ジャパン株式会社 1030001068917 通常枠 医療機器分野進出に向けた最新金属プリンタ導入による新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00017 有限会社早川重鍛興業 6030002023478 通常枠 一次加工材料の製造卸売実施により不況に負けない成長戦略を描く 税理士法人第一経理

関東 埼玉県 R2111U00022 有限会社愛翔 2030002022715 通常枠 次世代型特殊配信施設を活用した配信スタジオへの事業参入 山本　博一

関東 埼玉県 R2111U00025 有限会社ステンレスアート共栄 3030002065135 通常枠 ステンレス表面光沢を活かしたアート建材市場の新規開拓 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00035 株式会社マスダ 8030001007876 通常枠 医療機器製造分野進出における事業 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 R2111U00036 株式会社ベルノ技研 3030001045063 通常枠 微細光学レンズ技術の半導体露光装置への展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 埼玉県 R2111U00037 株式会社エムラ精工 8030001071988 通常枠 信号機システム市場への強みを生かした業態転換 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00039 株式会社東栄 4030001042398 通常枠 介護ビジネスに新分野展開、新たなデイサービスモデルを構築 内田　哲夫

関東 埼玉県 R2111U00041 株式会社ＺＥＭＳ 2030001019159 通常枠 新サービス『テイクＧＯ』による移動販売革命 伊藤　洋介

関東 埼玉県 R2111U00042 株式会社小貫金網製作所 7030001074851 通常枠 創業９５年の伝統と技術、最新レーザー設備導入による事業再構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00048 有限会社阿部製作所 1030002076860 通常枠 工作機械部品加工からフロンガス回収装置部品加工への新分野展開事業 志磨　宏彦

関東 埼玉県 R2111U00050 株式会社メジャーシステム 2030001018251 通常枠
中小企業の生産性向上をサポートする「クラウド型事業管理・支援システ

ム」
原野　郁巳

関東 埼玉県 R2111U00052 株式会社小川菊 7030001059092 通常枠 業態転換で全国に川越秘伝の鰻料理を届ける仕組みを構築 三橋　心

関東 埼玉県 R2111U00057 株式会社飯能製作所 9030001089534 通常枠 アウトドア用高性能鍋開発・製造による経営多角化の取り組み 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00058 株式会社ラムダ 4030001009199 通常枠 センシング用レンズの製造技術開発による新分野展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00059 日本自動機工株式会社 8030001006291 通常枠 エキスパンゲートの品質強化策と国内及び海外市場への展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00060 有限会社井上成美堂 4030002121168 通常枠 オフセットからオンデマンド印刷へ業態変換 秩父商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00062 第一プレス工業株式会社 7030001075726 通常枠
医療向けエアータンクへの進出によるトラック市場依存からの脱却の取組

み
米澤　裕一

関東 埼玉県 R2111U00063 有限会社須賀食品 4030002021236 通常枠 惣菜用豆腐加工製品の開発・製造方法構築・販売による収益改善 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 R2111U00065 株式会社和銅鉱泉旅館 7030001091005 通常枠 地域初芋スーツ店事業と街中古民家ステイ事業の展開 秩父商工会議所
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関東 埼玉県 R2111U00068 モック株式会社 3030001036392 通常枠 専用工場新設による住宅新築用木造パネル製造事業の構築 亀有信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00069 株式会社プライムトラスト 8030001126817 通常枠 目標管理型のパーソナルトレーニングに特化した新規ジムの開設 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 R2111U00073 ＴＯＭＯＥ株式会社 4030001077683 通常枠 多色対応粉体塗装装置の導入で住宅建材の塗装方法改革による業態転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 R2111U00076 株式会社オカモト 5030001001510 通常枠 半導体業界（ワイヤーボンディング）に参入するための専用ラインの構築 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00078 有限会社鈴木工業 1030002051418 通常枠 高精度・高品質ブロー成型の製品開発による新分野への拡販 税理士法人よしむら

関東 埼玉県 R2111U00079 株式会社サワケン 2030001003286 通常枠
プロジェクションマッピングを活用した空間体験、釣りや干物造り体験等

のエンターテイメント性をかねたテーマパークレストラン
株式会社イワサキ経営

関東 埼玉県 R2111U00080 株式会社山崎金型製作所 8030001089857 通常枠 新分野進出に向け建屋増設及びサーボプレス機と精密平面研削盤の導入 井上　眞一

関東 埼玉県 R2111U00084 高美精機株式会社 9030001055115 通常枠
最新式５軸マシニングセンタと現有バルブ加工技術を活用した災害用ロ

ボット需要獲得事業
株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 R2111U00089 高橋精機株式会社 4030001070911 通常枠 生産設備　設計・製作・販売事業の創設 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00093 札内工業株式会社 9030001068934 通常枠 新製品である工業用三価クロムメッキ製造装置の製造及び新分野進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00095 株式会社フジ 2030001076943 通常枠 金属３Ｄ造形と新次元設計思想に基づく金型・製品開発への設備投資 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00097 有限会社江藤製作所 4030002100931 通常枠 食料品加工機械部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 志磨　宏彦

関東 埼玉県 R2111U00099 関東図書株式会社 6030001001757 通常枠
印刷業からデジタル部門を独立再編成してクロスメディア業への事業展開

を図る
飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00101 株式会社東立製作所 3030001044940 通常枠 複雑空間に挑む樹脂スペシャリスト！５軸加工機で新市場開拓 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00103 東京紙器株式会社 1030001045973 通常枠 新たな高精度デザインパッケージ事業展開による事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00106 インペックス株式会社 8030001036537 通常枠 農福連携の実現を目指す障害者グループホームの運営 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 R2111U00109 株式会社ヤマザキ精工 7030002034581 通常枠 高品質な金型製造技術を活用したガスセンサー分野への新分野展開事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00110 株式会社角田 1030001084559 通常枠
中小企業のＩｏＴを実現するワークハンドリング装置を開発、脱下請に向

け事業化
渡邉勝次

関東 埼玉県 R2111U00111 スリーエイ化学株式会社 9030001004451 通常枠 ＤＩＹ向けに粘着加工を施したデジタル印刷壁紙の開発および上市 ＳＷＯＴ有限会社

関東 埼玉県 R2111U00112 ウチノ看板株式会社 6030001023710 通常枠 デザイン性の高い大型パーティション製造事業の展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00113 有限会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｐｒｉｎｇ 2030002019876 通常枠 駅前美容室による高免疫効果のハーブティー販売店への新分野展開 税理士法人第一経理

関東 埼玉県 R2111U00122 有限会社中村ダイカスト 6030002074471 通常枠 家庭用コンロの燃焼ガス供給機構部の生産ラインの構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00123 有限会社黒澤工業所 9030002042888 通常枠 ３次元加工機新規導入によるトレーニング機材製品製造事業の展開 株式会社ピースマネジメント

関東 埼玉県 R2111U00128 深谷観光バス株式会社 7030001086558 通常枠 コロナ禍を乗り越えるための貨物運送事業への参入 深谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00129 株式会社アットサウンドカンパニー 2030001044454 通常枠
ＬＥＤビジョン映像演出とオンライン配信設備を備えたライブハウス施設

経営
小櫃　義徳

関東 埼玉県 R2111U00130 総和工業株式会社 7030001004759 通常枠 新技術を活用した半導体、ＨＤＤ関連消耗部品製造分野への進出 税理士法人ウィズラン

関東 埼玉県 R2111U00135 新星機工株式会社 3030001056390 通常枠 課題解決型リバースエンジニアリング体制構築による半導体市場展開 埼玉縣信用金庫
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関東 埼玉県 R2111U00136 株式会社細野精密 9030001033038 通常枠 ３次元精密加工技術の導入と全社プロジェクトによる新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 R2111U00137 株式会社スカイフォール 7030001124929 通常枠
アプリ及びホームページによるエンターテイメントオンラインデジタル美

術館事業
税理士法人ＴＧＮタックスネット

関東 埼玉県 R2111U00139 アースシグナル株式会社 4030001070325 通常枠 ＥＶ（電気自動車）カーシェアリング・ＥＶ充電ステーション整備事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00142 有限会社松本金具製作所 7030002075106 通常枠 トラック及び医療用エアータンクの一貫生産体制の実現 株式会社ザイプラ

関東 埼玉県 R2111U00146 スターエイト有限会社 9030002089228 通常枠
クラウド型オンラインプラットフォームによる新しいＯＥＭサービスの提

供
静清信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00147 ＫＯＭＩＮＥ工業株式会社 9030001031289 通常枠 半導体成形装置の部品産業への参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 埼玉県 R2111U00150 株式会社ホームダイニング 9030001016298 通常枠 直接取引可能な不動産流通システム「不動産フリマアプリ」事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00151 株式会社ナカノヤ 3030001064526 通常枠 ウイズコロナ時代における企業課題解決型人材活用業の開始 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 埼玉県 R2111U00152 株式会社トーヨー技術研究所 6030001006038 通常枠 ＥＰ飼料に適した医薬品の製造販売による新市場開拓と海外展開 狭山商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00154 株式会社東京チタニウム 2030001018549 通常枠 ＡＭ技術を活用したＯＤＭ及びＢｔｏＣ進出による事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00158 株式会社ネクストプラス 1010001152417 通常枠 住宅点検員の顧客接点を生かした住宅アフター商品の卸売事業 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 埼玉県 R2111U00166 小林製作所 通常枠 最新ＣＮＣ旋盤機導入による超精密治工具製造業に向けた業態転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00168 東都フォルダー工業株式会社 8030001076260 通常枠
ＡＩを活用した「シーツ自動投入ロボット」による省力化と生産性　向上

プロジェクト
株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 R2111U00169 株式会社柿沼製作所 2030001074294 通常枠 ＭＲＩを中心とした術中画像診断用手術台の設計開発・製造・販売事業 青木信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00170 合名会社きん藤 7030003004625 通常枠 感染症対策向上！テレワーク向き独創的個室型の宿 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111U00172 株式会社斎藤商事 2030001003567 通常枠
１００年続く新作ご当地銘菓の創出で地域の活性化とサステナブル企業の

創出
株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111U00179 有限会社善友工業 4030002055556 通常枠 廃材を再利用する循環型ビジネス！バイオマス資源化事業 内田　哲夫

関東 埼玉県 R2111U00180 株式会社相澤企画 7030001000361 通常枠 日本の工芸品。お家にいながら、工房探訪。お家にいながら、お買物。 野口　邦雄

関東 埼玉県 R2111U00181 手塚運輸株式会社 3030001079994 通常枠 倉庫を使った小口デバンニングオントラック市場参入とコンテナの再利用 川口商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00182 ベニー精工株式会社 1030001043861 通常枠 脊椎固定インプラント用構成部品の国内内製化 川口信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00186 鴻巣アドバンス株式会社 3030001061721 通常枠 米穀業界向けの倉庫事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 R2111U00188 北西酒造株式会社 4030001041961 通常枠 製麹技術と地域産品を活かした清涼飲料水「麹梨ソーダ」の開発 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00191 株式会社石川製作所 5030001056273 通常枠 拡大するＥＶ車市場への新市場参入と精密加工技術の競争力強化 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00196 有限会社アリューズ 9030002066532 通常枠 ロボット搭載可能な超音波複合振動小型研磨／研削システムの開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111U00199 有限会社中村熱処理工業所 9030002045230 通常枠 一般熱処理から表面処理も提供できる企業への成長と半導体市場への参入 株式会社東日本銀行

関東 埼玉県 R2111U00202 ペーパークラフト株式会社 5030001035541 通常枠
世界初となる高精度ソリッド（フィルム）窓貼り技術の開発による新たな

マーケットの創出と事業再構築の取組み
株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00204 比企光学株式会社 6030001071552 通常枠 レーザー溶接と既存技術の応用による金型補修事業の展開 秩父商工会議所
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関東 埼玉県 R2111U00205 株式会社松本精密 5030001077261 通常枠
高精度ＣＮＣ旋盤導入により半導体業界等からの新たな需要を獲得する再

構築事業
石山　賢

関東 埼玉県 R2111U00206 株式会社北陽製作所 8030001030184 通常枠 ベテラン（再雇用）技術者による新商品開発サポートサービス 株式会社ディセンター

関東 埼玉県 R2111U00210 株式会社清水電機製作所 9030001087645 通常枠 精密機械部品製造から包装機械ユニット組立事業等への新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00211 株式会社寿技研 4030001038124 通常枠 消化器内視鏡粘膜下層剥離術（ＥＳＤ）トレーニング装置等の製造 城北信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00213 有限会社アルファー精工 3030002076867 通常枠 最新５軸ＭＣ導入・超微細加工修得での大胆な医療機器新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00216 テクノプリント株式会社 9030001056204 通常枠 開発特化型設備導入による事業構造改革と新規分野進出顧客への開発支援 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00217 有限会社内田ガス器製作所 5030002100740 通常枠 アナログからデジタル加工技術の業態転換で新規受注・付加価値額向上 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 埼玉県 R2111U00218 株式会社井上鉄工所 9030001041180 通常枠 トラック用からインフラ・先端機械用新素材部品製造への事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

関東 埼玉県 R2111U00224 有限会社栗こま娘本舗亀屋 7030002120142 通常枠 廃棄される小粒の地場産栗を使用した和菓子屋のバウムクーヘン 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00232 株式会社ノースコーポレーシヨン 7030001006739 通常枠 非接触型オーダーアプリで地産地消を変えるセレクトショップの運営 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 R2111U00233 株式会社ホンドウ 6030001036332 通常枠 新設備導入による複雑形状加工技術の開発と医療機器市場への新規参入 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00236 株式会社三重 8010001058005 通常枠 『ウーバー・ウッド（仮称）』建築資材配送ネットワークの構築 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 R2111U00237 株式会社はじまりビジネスパートナーズ 7013303004453 通常枠 食品開発・販売を一貫支援！デジタル＆新流通プラットフォーム作り さいたま商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00243 株式会社キーホームズ 8030001107817 通常枠 先進的農福連携を実現する障碍者就労施設ほめてこビレッジの建設 鯉沼　和久

関東 埼玉県 R2111U00245 有限会社ビッグボートスピリット 4030002018331 通常枠 アーティストプロモーションと育成及びコンテンツ制作事業 佐々木　義孝

関東 埼玉県 R2111U00246 グリーンファーム岩槻 通常枠 環境制御型高設養液栽培施設導入による高品質いちご観光農園の経営 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 埼玉県 R2111U00247 黒森武 通常枠 労務管理ソフトを開発し、中小企業の成長を促進する新分野展開を図る さいたま商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00250 フォーシーズンズ株式会社 9030001049868 通常枠
採用時や従業員のメンタルヘルスケアの診断サービスおよび予兆の可視化

のサービス
株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111U00254 有限会社功亜工業 2030002120163 通常枠 新型マシニングセンタの導入による、小型タービン発電機市場への参入 牛腸　真司

関東 埼玉県 R2111U00256 オカヤス株式会社 1030001063736 通常枠 植物性プロテインに係る工業製造プロセス導入事業 奥村　和仁

関東 埼玉県 R2111U00259 株式会社金久保製作所 8030001017792 通常枠 医療用器具の開発設計事業への転身 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00262 株式会社アジルカンパニー 8030001086714 通常枠 コロナ禍でも青天を衝け！冷凍お好み焼き生地通販で日本中を笑顔に 白川　淳一

関東 埼玉県 R2111U00273 株式会社むさしのグランドホテル 8030001041727 通常枠 密回避かつ入浴設備のある半日型リハビリ通所介護施設開業計画 上尾商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00279 ＰＬＡＭＯ株式会社 7030001061379 通常枠 医療分野へ早期に高精度樹脂部品を提供する 本庄商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00281 日新精機株式会社 7030001057393 通常枠 埼玉県ダイカスト製造業を牽引する仮想空間最適設計での新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00282 有限会社石和設備工業 5030002028239 通常枠 ＫＡＷＡＹＡ－ＤＥＳＩＧＮ　トイレがお客様を呼ぶビジネスの新法則 ＳＭＣ税理士法人

関東 埼玉県 R2111U00283 有限会社新倉製作所 4030002055985 通常枠 ＥＶ部品加工工程改善による生産性向上 株式会社大光銀行
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関東 埼玉県 R2111U00286 龍江精工株式会社 1030001021454 通常枠
バイオマス樹脂等を主原料とする環境対策材料を用いた食品容器の量産成

形
城北信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00288 株式会社三豊工業 6011301018963 通常枠 既存事業とのシナジー効果を発揮するスクラップ事業への進出 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00290 ヤマヨシ精機株式会社 6030001013447 通常枠 半導体製造装置部品加工事業参入事業 魚谷　康行

関東 埼玉県 R2111U00292 株式会社アヤベ洋菓子 3030001073626 通常枠 新事業の自社オリジナルブランド商品開発による売上増加計画 株式会社りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00293 Ｃｈａｉｎｏｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 6030001128583 通常枠 画像解析技術を搭載したＡＩカメラによる医療介護分野への進出 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 R2111U00297 大鉄精工株式会社 6030001096120 通常枠 大型の立形ＣＮＣ旋盤の導入による小水力発電関連部品への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 R2111U00301 株式会社五百川商事 1030001000706 通常枠 埼玉のための佐知川スポーツ施設運営事業 青木信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00302 株式会社ハラダ製作所 6030001006954 通常枠 微細精密加工機の導入による金型製造プロセスの大幅改革 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00303 株式会社都ローラー工業 2030001077421 通常枠 リチウムイオン電池の集電極板製造分野への新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00304 株式会社きぼうファクトリー 2030001030000 通常枠 希少花き生産・加工・販売「きぼう工房フラワーズファーム」の運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00307 株式会社長谷川機械製作所 9030001006910 通常枠 最新のマシニングセンタ導入と研削工場新設による製造方法の革新 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00309 株式会社セラーズ 4030001004613 通常枠 下請施工業者から脱却し、直接顧客へ提案する製品開発力強化 税理士法人朝日会計社

関東 埼玉県 R2111U00316 株式会社エクセル 8030001073951 通常枠
非接触応対に特化した、インドアシュミレーションゴルフスクール＆練習

場の運営
税理士法人石井会計

関東 埼玉県 R2111U00318 有限会社萬店 2030002012484 通常枠
創業１３５年の味を高級レトルト品等として自社ブランドとＯＥＭで提供

する事業
株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00320 有限会社ハナブサ工業 9030002109134 通常枠
コロナ禍による購入先倒産への対応をはかるため、既存の商社事業継続の

ための製造業進出計画
株式会社ダイワマネジメント

関東 埼玉県 R2111U00322 アドテック株式会社 7070001018631 通常枠 「新分野への挑戦　～ポストコロナ社会へ～」 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 R2111U00328 ヒノデメタル株式会社 5030001057866 通常枠 設備更新・デジタル化推進等による品質向上で新規分野の受注を獲得 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00330 株式会社ゴトー 9030001084683 通常枠
ラグビートップリーグチームと提携した熊谷でのシェアサイクル＆サイク

ルショップ、スポーツカフェ事業
みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 R2111U00335 深沢工業株式会社 3030001036962 通常枠 大型・複雑形状の量産製作需要獲得による事業再構築 亀有信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00338 株式会社エスエスケーエンジニアリング 3030001043901 通常枠 文具部品製造業から医療機器等部品製造業に向けた衛生的生産体制の構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00344 有限会社坂本鉄工建設 8030002006084 通常枠
事業再構築計画　主要一次加工ラインの内製化と鉄骨製作工場認定上位グ

レード取得
株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00347 株式会社フジックス 1030001016603 通常枠 このままでは終われない！居酒屋が！高級食パンに挑戦 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 R2111U00350 有限会社彩孔技研 3030002109726 通常枠 非開削技術、ＳＩＰ推進工法のフランチャイズ展開による新分野展開 渋谷　広志

関東 埼玉県 R2111U00352 大和化成工業株式会社 9030001036437 通常枠
シリコンウエハエッジポリッシング工程における固定砥粒による研磨を実

現する研磨材の製造販売
株式会社荘内銀行

関東 埼玉県 R2111U00355 株式会社Ｇｉｖｅｓ 5030001044278 通常枠 ビデオインアルバムの販売・サポートシステムの構築 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 R2111U00360 インセプションホールディングス株式会社 9030001059768 通常枠 コロナ禍の新たなコミュニケーションの場「非接触型個室ラウンジ」 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00371 株式会社イイダ靴店 1030001000581 通常枠 老舗靴店の理想的なＭＤを大幅に推進するニューリテール体制の構築 税理士法人朝日会計社
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関東 埼玉県 R2111U00383 株式会社環境総研 5030001042513 通常枠 新分野展開で、フロンガス総合解決型企業を目指す事業再構築計画 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 R2111U00389 株式会社ウラノ 7030001060471 通常枠 半導体製造装置部品の加工における新分野への参入 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 R2111U00391 株式会社和幸 9030001008915 通常枠 音楽レッスンと各種講演・講座のオンラインによる有料配信事業 首藤　愼一

関東 埼玉県 R2111U00393 武州測量株式会社 8030001071014 通常枠 次代をリードするＩＣＴ利活用による起工測量の新事業分野を展開 一般社団法人第一中小企業診断士会

関東 埼玉県 R2111U00395 株式会社ギルド 2030001012213 通常枠 建設工事の警備現場に適した防犯カメラ及び建設重機リース事業 市川　義治

関東 埼玉県 R2111U00399 有限会社豊精機工業 5030002055241 通常枠 最新型マシニングセンタの導入による駆動用部品における業態転換 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00405 オリエンタルフーズ株式会社 2030001074195 通常枠 旬の野菜がゴロゴロ入ったメインのおかずになるスープの工場直売事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 R2111U00407 有限会社メトロ産業 4030002063781 通常枠 老舗スロット館の改修によるシニア層向け健康促進ジム事業の展開 青山裕之

関東 埼玉県 R2111U00412 株式会社温泉道場 4030001072404 通常枠 おふろから地域を沸かす、温泉道場の６次産業化事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00418 株式会社ロット 6030001021986 通常枠 焼きたてパンによる地域活性計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 R2111U00426 有限会社今関工業 2030002001248 通常枠 さいたま浦和初の個室サウナ施設の整備による地元経済振興事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111U00447 株式会社スズキ技研 7030001070875 通常枠 精密部品の内製化とＤＸ推進に寄与する加工品販売商社事業の展開 埼玉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00002 株式会社魚がし鎌形 6040001064919 通常枠 鮮度が自慢の卸売市場鮮魚店が作る惣菜弁当デリバリー事業立ち上げ計画 株式会社わかば経営会計

関東 千葉県 R2121U00003 株式会社千葉ソーイング 7040001019277 通常枠 女性用インナー専門の縫製事業から新事業である裁断事業への進出 福永　健二

関東 千葉県 R2121U00005 株式会社マンザイ自動車 9040001061806 通常枠 仮設敷鉄板の曲がり修正事業開始による既存事業とのシナジー効果 関谷　満

関東 千葉県 R2121U00007 株式会社ＳＥＥＤＳ 2040001104835 通常枠 保田海岸における、貸別荘とグランピングによる宿泊業 太宰　真澄

関東 千葉県 R2121U00009 株式会社ＲＣＤ 8040001039638 通常枠 ウォータージェット工法導入による新分野展開について 永山　正明

関東 千葉県 R2121U00010 株式会社なのはな警備 3040001038289 通常枠 ＶＲゴーグルを活用した警備業の研修システムの構築 流山商工会議所

関東 千葉県 R2121U00011 株式会社宮崎製作所 9040002091810 通常枠 ＤＸによる段ボールサプライチェーン高度化システム構築事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 R2121U00012 株式会社ろくや 1040001074567 通常枠
ＥＣサイト「ＲＯＫＵＺＡＥＭＯＮ　ＳＴＯＲＥ」運営による、南房総地

域の食材を活用した加工食品の提供
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00017 株式会社ＫＡＦＫＡ 3040001085331 通常枠 不動産業と昼業態の非接触型飲食店への業態転換で図る事業再構築 君津信用組合

関東 千葉県 R2121U00020 株式会社まるい 2040001074525 通常枠 鮮魚卸小売業から食料品製造業への転換で加工水産物輸出等の市場拡大 経営創研株式会社

関東 千葉県 R2121U00025 サーフ工業株式会社 7011701009826 通常枠 国内初のＦＭ認証コーティング施工製品を製造・販売する取り組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00028 株式会社アイエスエム 9040001075517 通常枠 シェアーオフィスとシェアーショップの展開で安定収入 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00029 株式会社広田鉄工所 3040001052133 通常枠
大型スロッターマシンを使ったキー溝加工工程確立による動力伝導装置等

新市場への参入
野々上　寛

関東 千葉県 R2121U00030 株式会社グリーンアース 7040001073992 通常枠 新鮮な地元食材を利用したテイクアウト用飲食サービスの新分野展開 館山信用金庫

関東 千葉県 R2121U00032 株式会社マルハチ 2040001000217 通常枠 千葉県の特産品を用いた小売業から製造業への業種転換 近山　寿博
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関東 千葉県 R2121U00038 セイスイ工業株式会社 5040001014552 通常枠 安全、エコ、低コストを実現する工事改革！ＣＯＷ工法の高度化事業 株式会社りそな銀行

関東 千葉県 R2121U00039 株式会社大日商事 4040001047322 通常枠 自然豊かな外房を楽しむ大規模なグランピング施設の運営事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00041 株式会社竹中機械製作所 8040001004286 通常枠
部品加工業から、ロボットＳＩｅｒ業への進出のためのロボットセンター

開設
株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 R2121U00042 株式会社ヤスイ 3040001027762 通常枠 地域密着の調剤薬局による健康づくりの格闘技ジムへの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00045 株式会社ＦＹＦ 4040001040715 通常枠 農薬コンサルティングサービス スリーアローズ税理士法人

関東 千葉県 R2121U00047 株式会社アイシス 5040001000107 通常枠 コロナ禍でもペットと一緒に家族みんなでストレスフリー 千葉商工会議所

関東 千葉県 R2121U00051 株式会社イトウ精工 8040001043788 通常枠 超精密研削加工技術を確立し、医療機器の分野に新規参入する計画 千葉信用金庫

関東 千葉県 R2121U00056 株式会社佐々木ダイカスト工業 8040001061237 通常枠 新たなアルミダイカストフロアパネル製造における新分野展開事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00060 八千代舞台美術有限会社 6040002011853 通常枠 アクリル・木材加工のできる千葉県で唯一のレーザー加工業へ転換！ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00062 有限会社魚眠庵マルキ本館 5040002100731 通常枠 「新しい旅行需要への挑戦！」廃校を活用した分散型旅館事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00063 有限会社大塚機械 9040002019365 通常枠 発電部品製造に向け最新式ＣＮＣ中ぐり盤導入で抜本的な業態転換 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00064 株式会社木更津魚市場 6040001050480 通常枠 魚市場で購入した新鮮な魚介類を調理して提供する飲食サービス 千葉信用金庫

関東 千葉県 R2121U00066 株式会社ＬｉＢ 9040001101082 通常枠 化成品の粒状化等受託製造事業による新事業展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00070 株式会社新倉 7040001074280 通常枠 長狭米を原料に地産地消で美味しいシャコティス製販プロジェクト 税理士法人さくら税務

関東 千葉県 R2121U00076 ＧＥＮｃｏｍｐａｎｙ株式会社 7040001080568 通常枠 地域密着型の居酒屋チェーンがコロナ禍で生き残るための新分野展開 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 千葉県 R2121U00077 株式会社石嶋モールドテクノロジー 1040001039834 通常枠 最新型ＮＣ旋盤導入による高精度がいし用金型事業への新分野展開 税理士法人サニタス

関東 千葉県 R2121U00078 ＬＡＮＩリゾーツ株式会社 2040001073915 通常枠 南房総初の総合的かつ本格的キャンプリゾート事業への展開 福永　健二

関東 千葉県 R2121U00080 株式会社アミンファーマ研究所 8040001011803 通常枠 脳梗塞・認知症重症度並びにリスク度診断尿中バイオマーカーの開発 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 R2121U00088 株式会社ユースワーク 1040001015760 通常枠 トルネードクリーナーの革新的生産プロセス構築によるコロナ打破 千葉信用金庫

関東 千葉県 R2121U00097 株式会社エムエスビー 2040001016881 通常枠 千葉県初のレーザー技術で高付加価値な板金製品分野への業態転換 株式会社阿波銀行

関東 千葉県 R2121U00098 ローヴァーズ株式会社 2011001099267 通常枠 スポーツ施設併設型の感染症等安全対策を施した合宿施設の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00102 株式会社平和化学工業所 6040001027504 通常枠
プラスチック代替素材を使用した、ガラスびんに代わる環境配慮型容器の

製造
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00105 株式会社武井製作所 1040001036047 通常枠 商用車ＣＡＳＥ技術部品加工への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 R2121U00108 株式会社山忠 2040001050988 通常枠 迅速細胞診の課題解決に貢献する新製品を用いた新市場の開拓 木更津商工会議所

関東 千葉県 R2121U00109 ＢＥＬＬ　ＦＡＲＭ 通常枠 いちご専門農家のドライフルーツ販売による販路開拓・業績回復 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00110 株式会社テーエーエヌ 3040001047694 通常枠 エレベータの互換モジュール・コンポーネント生産体制の構築 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00118 株式会社石政製作所 5040001063995 通常枠 新型ワクチン普及を加速する産業機械部品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン
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関東 千葉県 R2121U00120 株式会社こがね 9040001073784 通常枠 業界初！海辺のプライべートグランピング～館山の恵みを提供～ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00122 株式会社小湊鐵工所 8040001074271 通常枠 舶用エンジン修理・整備技術者等育成による労働者派遣事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00126 株式会社新清ハイツ 5040001075198 通常枠 家族連れで長期滞在が可能な「ワーケーション施設」への業態転換事業 房総信用組合

関東 千葉県 R2121U00132 株式会社中山製作所 2040001047010 通常枠 時計事業への依存状態脱却を図る新分野（光通信等）展開事業 東京中小企業投資育成株式会社

関東 千葉県 R2121U00135 株式会社おくまや 7040001112180 通常枠 老舗鰻問屋が１５０年の伝統を守りつつ新事業への転換を図る取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00136 有限会社リバイバルサービス 2040002075720 通常枠 顧客が自由に選択できる後付式キッチンカー用キャビンキットの開発 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 R2121U00141 井野商店 通常枠 民宿から一棟貸しの宿への業態転換によるワーケーション市場進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00142 株式会社トミオ 5040001005502 通常枠 就労継続支援が可能な持ち帰りスイーツ製造事業の立ち上げ 藤井　優貴

関東 千葉県 R2121U00149 株式会社ワン・ステップ 6040001021548 通常枠
水性塗料・特定整備・新ボディ構造など新時代の自動車に対応した板金塗

装
株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 R2121U00153 株式会社デンオウ 6021001017463 通常枠 土地活用の強みを活かした地域活性につながる観光農園の６次産業化 株式会社筑波銀行

関東 千葉県 R2121U00154 株式会社Ｄａｉｓｏｎ　Ｓｔａｉｎｌｅｓｓ 9040001033359 通常枠 樹脂管加工設備の導入による取引業界・雇用の拡大・育成の実現 ベイヒルズ税理士法人

関東 千葉県 R2121U00156 株式会社アジュール 6040001077788 通常枠 シェアキッチンによる「市原のキッチンカーのベースキャンプ」 館山信用金庫

関東 千葉県 R2121U00158 株式会社おきな 8040001043326 通常枠 割烹おきなのブランド力向上！富里市を代表する料理の通販事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 R2121U00159 有限会社初富プレス工業所 4040002038337 通常枠 レーザ加工技術の新規導入によるデータセンター関連事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 R2121U00166 株式会社スタジオ・チッタ 8040001010433 通常枠 デジタル技術を活用した低価格な企画住宅の販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 R2121U00167 株式会社セガワ 8040001061716 通常枠 落花生フードロス削減対応型施設の設置及び新商品開発事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00170 有限会社アイワイコーポレーション 2040002015536 通常枠 建設業からにんにく加工への業態転換で千葉県の新たな名産に！ 千葉信用金庫

関東 千葉県 R2121U00173 成京工業株式会社 8040001014541 通常枠 自動金属加工機導入による電気炉冷却装置製造に向けた新分野展開事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00178 合同会社ゴールドウェーブ 5040003007513 通常枠 高度障害の方にも寄り添える障害者向けグループホーム事業の実現 松山　亮樹

関東 千葉県 R2121U00185 株式会社サンテ 1040002011668 通常枠 要介護個人居宅・高齢者入居者施設への在宅訪問事業への参画 小嶋　辰緒

関東 千葉県 R2121U00186 株式会社ビスト 3040001061522 通常枠 当社初の半導体製造装置に使用する電磁式アクチュエーターの加工・組立 住田　章

関東 千葉県 R2121U00188 有限会社岩瀬 3040002078870 通常枠 農業サービス業を事業に加え、本業との２本柱でコロナに打ち勝つ 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 R2121U00193 合同会社フュリアス 6040003011761 通常枠 地産地消ブランドの小見川餃子の食品製造卸事業への挑戦 銚子商工信用組合

関東 千葉県 R2121U00194 株式会社ＰＲＯＳＬＩＮＫ 1040001079673 通常枠 クラシックカー向けストレージサービスの展開による業種転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00195 株式会社村山ツーリストビューロー 9040001047111 通常枠 里山を活用した地域拠点「未来の里佐倉」づくりプロジェクト 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00201 宮田硝子株式会社 2040001020132 通常枠 全国初のガラス製法を構築して少量生産に特化した業態転換への取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00202 株式会社クローバーホーム 2040001078113 通常枠 コロナ禍の収益悪化に対するための高級食パン事業への新分野展開 株式会社千葉銀行
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関東 千葉県 R2121U00204 日本フォトケミカル株式会社 1040001059857 通常枠 樹脂フィルム用印刷機導入によるランチョンマット等の樹脂製品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 千葉県 R2121U00205 株式会社ディーアソシエイツ 9040001070146 通常枠 模擬施設を活用した歯科専門の実地研修事業 田中　茂

関東 千葉県 R2121U00209 株式会社メディカルシーズ 9040001099160 通常枠
耳鼻咽喉科・小児科の門前薬局から、高齢者在宅医療・地域連携薬局への

新展開
税理士法人ＴＭＳ

関東 千葉県 R2121U00211 香取プロセスセンター株式会社 9040001085870 通常枠 焼き芋新設工場整備事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00212 小澤産業株式会社 7040001001251 通常枠 ＩｏＴ技術による金属加工プロセス省人化及び高付加価値加工製品の製造 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00217 株式会社傑さく 4040001033660 通常枠 無農薬オリーブ農業六次化事業への転換による健康長寿社会日本への貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00224 大真精機株式会社 7040001028187 通常枠 金型設計技術に加え一貫体制を構築することによる新分野のへの進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00225 株式会社五常 5040001013736 通常枠 脱建設業から自家発電・感染症対策リフォーム事業への再構築 辻下　敏夫

関東 千葉県 R2121U00227 株式会社在宅支援総合ケアーサービス 1040001060740 通常枠
医療介護業界の困った！を解決する、洗濯代行及び、医療事務代行業への

参入
株式会社常陽銀行

関東 千葉県 R2121U00229 株式会社高橋製作所 9040001058991 通常枠 高生産性マシニングセンタ導入による５Ｇアンテナ用部品製造への参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00230 彦山精機株式会社 7011801004033 通常枠 大型旋盤導入でリチウムイオン電池部材向け超長尺ロールを製作 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121U00237 有限会社森戸商鋼 6010602015397 通常枠
ニッケル電鋳薄膜スリーブ微細加工による半導体製造装置製造へ新分野展

開
北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 R2121U00239 株式会社ＤＡＩＳＥＩ 2011701012883 通常枠 新事業分野進出による事業ポートフォリオの最適化計画 株式会社阿波銀行

関東 千葉県 R2121U00243 有限会社こまいぬ 9040002091042 通常枠 プロスポーツチームファンに向けたオリジナル缶ビールの販売 永田　益子

関東 千葉県 R2121U00249 有限会社成田ヤマニ 6040002060132 通常枠
HACCP 認証に基づく高度な品質管理のもとでの付加価値の高い「鮮魚の

加工販売」
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00252 株式会社オーシャン 4040001053295 通常枠 倉庫業から、廃棄タイヤ中間処理業　新分野に進出 ＡＩＬコンサルティング株式会社

関東 千葉県 R2121U00255 ＡｕｔｏＳｅｒｖｉｃｅ高野 通常枠 機能性塗料の特性を活かした塗装サービスによる事業再構築の実現 野々上　寛

関東 千葉県 R2121U00259 株式会社高橋マシニング 7040001062707 通常枠 公共インフラと資源リサイクル機械部品生産事業の新規構築 銚子商工信用組合

関東 千葉県 R2121U00261 キッチンとべ 通常枠 地元特産品を目指したクラフトビール製造による新分野への挑戦 流山商工会議所

関東 千葉県 R2121U00267 三日月興業株式会社 3040001075084 通常枠 古民家集落を再生・創造する　地産地消を楽しむ里山の宿 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00269 有限会社スズ市水産 4040002100427 通常枠 高価格帯の水産加工品分野へ進出する一貫体制の構築 近山　寿博

関東 千葉県 R2121U00272 株式会社エステック 2040001104918 通常枠 ＡＩ自動溶接機による溶接技術の高度化、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 R2121U00283 岩瀬酒造株式会社 6040001075107 通常枠
しぼりたてを海外へ！フレッシュ感が長期持続する新製品で海外市場に展

開
西川貴人

関東 千葉県 R2121U00293 株式会社住まいあんしん倶楽部 8040001103360 通常枠 新規事業ドローンスクール開校による事業再構築 市原商工会議所

関東 千葉県 R2121U00299 株式会社飯沼本家 1040001047465 通常枠 日本初！！滞在型酒蔵ツーリズムに参入！地域の新しい観光資源誕生！ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00301 合同会社ＭｕｌｂｅｒｒｙＦｉｅｌｄ 2040003011468 通常枠
子供の可能性を広げる「Ｇｙｍｎａｓｔｉｃｓ　Ｓｑｕａｒｅ　体操広

場」事業の展開
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00305 花沢建材工業株式会社 6040001058227 通常枠 油水分離槽市場への参入で付加価値向上と事業承継の磨き上げを実現 株式会社千葉銀行
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関東 千葉県 R2121U00307 有限会社ライト・ライズ 5040002059489 通常枠
就労支援事業への進出でセントラルキッチンの導入。ローコストオペレー

ションの実現＆メニューの多様性の充実。
巣鴨信用金庫

関東 千葉県 R2121U00310 株式会社アドブレーン 2040001008615 通常枠 ネイル・まつエクのオンラインスクール事業への展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 R2121U00312 アドユニバース株式会社 2040001000373 通常枠 広告用動画自動生成のオンラインサービス事業への展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 R2121U00313 ドリーマーズ株式会社 9040001059569 通常枠 新業態「地方の低価格ゆったり型カフェ」の事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00314 ＬＩＬＩＵＭＮＥＮＡ 通常枠 キッズドレスブランドによる感動を生み出すフォトスタジオ事業 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 R2121U00318 株式会社ＥＬＡＮ 2040001016452 通常枠
セルフエステ事業の新分野展開。コロナ禍で明らかになった自社の弱みを

克服
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00323 株式会社オーケー光学 2040001001099 通常枠 医療従事者向け飛沫防止オーバーグラスの製品化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121U00327 株式会社マザー牧場 3040001076124 通常枠 マザー牧場　グランピング　ＴＨＥ　ＦＡＲＭ ＴＯＭＡ税理士法人

関東 千葉県 R2121U00328 株式会社パール技研 2040001018416 通常枠 自動車部品製造ノウハウを活かした医療部品製造体制の構築 東京東信用金庫

関東 千葉県 R2121U00329 株式会社椎名鉄工所 2040001063098 通常枠 鉄道線路向け大型部品の量産への新規展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 R2121U00332 合同会社ちどり 1040003008903 通常枠 南房総ラム酒製造計画「ペナシュール房総」 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121U00343 有限会社ネオフィリアン 4040002100567 通常枠 千葉県南房総から全国の食卓へ、全国から千葉県南房総へ観光に計画 森　健輔

関東 東京都 R2131G00004 株式会社Ｍ＆Ａナビ 9180001129309 卒業枠 オンラインで完結する事業承継およびＭ＆Ａプラットフォーム事業 竹本　和将

関東 東京都 R2131G00008 ＷＡｍａｚｉｎｇ株式会社 6010401124424 卒業枠 ポストコロナを見据えた非対面・非接触による新しい免税販売事業の実現 税理士法人フィデス会計社

関東 東京都 R2131G00011 株式会社エイチ 8010901032653 卒業枠 法人ギフトのあり方を根本から変える「叡知ギフトＡＩコンシェルジュ」 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131G00014 株式会社ＴＲＵＳＴ 6013401006055 卒業枠 建設業向け、次世代統合型ＩＴプラットフォームビジネスへの転換 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 東京都 R2131G00015 株式会社ＳＰＡＣＥ　ＷＡＬＫＥＲ 2010401135813 卒業枠 ＣＦＲＰ複合材高圧容器（ＴＹＰＥ４）の開発・製造・販売事業 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

関東 東京都 R2131G00018 エンブレムホテル株式会社 6010401119011 卒業枠 国籍混住コミュニティ型国際学生寮の展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131G00019 株式会社エアロネクスト 8010401130957 卒業枠 過疎地域等におけるドローンを利用した配送事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131G00021 株式会社新日本学院 5013101000160 卒業枠 中国及びベトナム在住者向けの高度なオンライン日本語教育授業 一般社団法人バリューアップジャパン

関東 東京都 R2131G00022 株式会社ネクストベース 3030001103738 卒業枠 コロナ禍の子供たちのために！世界最先端のスポーツ遠隔指導事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131G00023 株式会社ファルボ 3130001053907 卒業枠
学習オンラインプラットフォーム事業　～リモート学習のマーケットプレ

イス～
佐藤　雄司

関東 東京都 R2131G00024 大崎機工株式会社 9010701001907 卒業枠
ベトナムでの自社工場建設による、商社から自社工場による製造コンサル

ティング業への転換
小林　永二

関東 東京都 R2131G00025 株式会社フォーメンバーズ 9010001134341 卒業枠 ＡＩアルゴリズム不動産情報ビジネス 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 R2131G00026 インスタリム株式会社 4020003012581 卒業枠 新型コロナに対応する製品・素材・製造販売方法の導入と海外展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131G00027 クリスタルメソッド株式会社 5020001056695 卒業枠
ＡＩ研究の第一人者が人の悩み解決のために開発「人生相談ＡＩプラット

フォーム」
城南信用金庫

関東 東京都 R2131G00030 ｉＢＯＤＹ株式会社 8010001133328 卒業枠 ボディスキャナー市場のトップ企業になるための新分野への転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター
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関東 東京都 R2131U00007 Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＯＣ合同会社 7011503003754 通常枠 不動産管理会社向け営業支援クラウドサービスの開発・提供 佐野　良太

関東 東京都 R2131U00008 株式会社ファイマテック 6010401025614 通常枠 天然ナノチューブ鉱物に表面処理を施し、難燃剤用途に新展開！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00009 株式会社ウェイビー 5020001087154 通常枠 士業事務所に特化をした業務効率化を実現するクラウドサービス開発 株式会社阿波銀行

関東 東京都 R2131U00013 オフィスＮ＆Ａ合同会社 2010503005261 通常枠 １階の路面店への新店舗移転によるテイクアウトおよびデリバリー販売 山田　盛史

関東 東京都 R2131U00014 有限会社タロコ 3010702005144 通常枠 ＢｔｏＣ向けの新商品開発と専用サイト構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 R2131U00021 大日精機株式会社 8010801006749 通常枠 高速５軸マシニングセンタ導入による精密金型市場への挑戦 税理士法人三浦会計

関東 東京都 R2131U00022 有限会社昭和機設工業 4011702005208 通常枠
我が国に数台しかない希少な特殊クレーンを活用したオペレーター付き

リース事業への新分野展開
小松川信用金庫

関東 東京都 R2131U00030 株式会社日菱 4013301022492 通常枠 主力事業の原料を内製化し、新製品として新分野に展開する事業 フィナンシェルジュ合同会社

関東 東京都 R2131U00038 株式会社ロイズ 9011001025506 通常枠 オンライン専用カスタマイズデザイン 井寄　靖

関東 東京都 R2131U00045 ソルト株式会社 9011001101769 通常枠
「アニメや映画のキャラクターグッズを販売するネットショップ（ＥＣ

ショップ）」の構築事業
Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 R2131U00050 株式会社エフネス 4010001124306 通常枠 株式会社エフネス　プラットフォーム事業計画 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 R2131U00053 株式会社八幡工業 6010601037723 通常枠 インフラ維持・修繕市場への新規展開（橋梁用伸縮装置の製造請負） 田名網　仁晃

関東 東京都 R2131U00066 株式会社アールキューブ 6010701018796 通常枠 動画広告市場への参入による新分野への展開と経営リスクの分散 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 R2131U00076 株式会社アーツエイハン 5011101034922 通常枠 ＡＩ画像解析技術を活用した特殊詐欺防犯システムサービスの開発 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 R2131U00079 株式会社ＳＩＭＳ 1011201021312 通常枠 配達時間も調理の一環　低温調理が生み出す感動の肉プロジェクト 柴田　暁芳

関東 東京都 R2131U00080 株式会社ＩＮＳ　ＳＴＵＤＩＯ 2010902026222 通常枠 現代アート市場活性化プロジェクト 柴田　暁芳

関東 東京都 R2131U00081 機能性表示食品検定協会株式会社 1010401133413 通常枠 機能性表示食品「ＤＨＡ　ＧＡＢＡ　グミサプリ」の開発 税理士法人ファシオ・コンサルティング

関東 東京都 R2131U00088 長井紙業株式会社 4010501009709 通常枠
プラスチック資源循環促進法施行を機会と捉え紙製カトラリー製造・販売

による新分野展開の実現
特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 R2131U00091 スリーサクセス株式会社 4010601003553 通常枠 テイクアウト・デリバリー事業の構築および大衆食堂酒場への転換 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 R2131U00094 東京ビジネス株式会社 6010601012536 通常枠 コロナ禍でも需要高まる医療器具の製作に新たに着手する事業 株式会社阿波銀行

関東 東京都 R2131U00096 フリホーレス株式会社 6010401090006 通常枠 ［業態転換」飲食店舗形態の多角化（テイクアウト・デリバリー） 川井　良訓

関東 東京都 R2131U00101 フォレストデンタルクリニック森田歯科医院 通常枠 歯科技工所新設とソフトウェア新開発による歯科医院の新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00103 株式会社ＴＰカンパニー 1011001108788 通常枠
歯科技工所の技術力を活かした口元専門ビューティーデンタルサロンの開

設
田中　貢

関東 東京都 R2131U00109 株式会社日精ピーアール 2010001082712 通常枠
リモート原稿管理システム導入による非対面・オンライン制作への業態転

換
協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 R2131U00113 日本写真・映像株式会社 9011501003531 通常枠 アルバム製作業から撮影サービス業へ進出する新分野展開計画 小林　政則

関東 東京都 R2131U00115 株式会社アスリード 9370001021660 通常枠 総合工事業から新分野“くい打ち工事業”への展開事業 ＩＴプラン株式会社

関東 東京都 R2131U00118 株式会社高砂 7011701006039 通常枠 清掃用ブラシに加え、化粧用ブラシ製造を開始し事業拡大を図る 船越　良人
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関東 東京都 R2131U00119 株式会社辰巳菱機 4010601004551 通常枠 有機ハイドライド（ＭＣＨ）による水素ローカル・エコシステム事業構築 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 R2131U00120 株式会社オーディーケー 1013101003514 通常枠 新たなステンレス製品の企画・製造、直接販売による新分野展開 青梅信用金庫

関東 東京都 R2131U00124 株式会社アンサング 6011001094231 通常枠 「絵本の学校」動画視聴コース新規開設 木船　麻衣子

関東 東京都 R2131U00128 佐野味噌醬油株式会社 9010601002055 通常枠 全国こだわり味噌蔵の復権を目指し味噌５０種をＡＩ噌ムリエで外販進出 経営創研株式会社

関東 東京都 R2131U00137 株式会社プレッシオ 1180001062698 通常枠 曲げ工程の高精度化による板金部門の生産性向上を行い４大新分野へ進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00142 株式会社ペリポプランニング 2011001115008 通常枠 恋愛体験談メディア「ヒトコイ～ひとの恋愛のぞき見サイト～」 伊藤　央

関東 東京都 R2131U00152 平和産業株式会社 5010401027009 通常枠
高度な航空機部品製造システムを活かした半導体製造装置部品量産への挑

戦
株式会社八十二銀行

関東 東京都 R2131U00159 有限会社大主金型 3010802008484 通常枠 新製品「電磁開閉器用のプラスチック部品金型」投入による売上高拡大 川崎信用金庫

関東 東京都 R2131U00161 株式会社あづま給食センター 5011801000208 通常枠 宅配弁当の注文決済集計用アプリのプラットフォーム事業 中ノ郷信用組合

関東 東京都 R2131U00164 株式会社三幸 3010401068269 通常枠 原発燃料デブリの処理を可能にする画期的な中性子遮蔽材の製造事業 株式会社北陸銀行

関東 東京都 R2131U00166 東べ精巧株式会社 4010801014664 通常枠 ＩＯＴを使った温度予測高精度大物樹脂切削加工方式による事業再構築 税理士法人報徳事務所

関東 東京都 R2131U00171 有限会社新日本工販 9011702005582 通常枠 耐震補強工事及び解体工事の施工業者が清掃事業に参入 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U00176 株式会社エフエルシイトレーディング 7010001182714 通常枠
医療補助機能を有した猫用ペットグッズの自社ブランドを確立し、Ｂ　ｔ

ｏ　Ｃのビジネスを新たに開始する
株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 R2131U00179 旭光通商株式会社 4011001006320 通常枠 紫外線測定事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00180 株式会社Ｈｅａｌｔｈｉｎｋ 1010901047609 通常枠
予約、入店、会計、退店まで完全無人の非対面フィットネスジムで気軽に

健康になろう！
昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U00186 明正工業株式会社 2011101020925 通常枠 冷凍庫用途向け極厚断熱サンドイッチパネル事業化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00188 デイブレイク株式会社 8011101067325 通常枠 商品開発支援付きの特殊冷凍機・特殊冷凍食材の販売 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00190 株式会社Ｐｒｏｓｓｉｍｏ 4010001110132 通常枠 インテリア空間のプレゼンテーションソフト開発による新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 R2131U00193 株式会社アドリープ 4012401023954 通常枠 三鷹の食生活を豊かにする！肉料理レストラン＆食肉小売の展開 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 R2131U00201 ドーモ株式会社 5011001038494 通常枠 リアル＆リモートのハイブリット型ウエディング用システムの構築 鯉沼　和久

関東 東京都 R2131U00203 株式会社ミラック光学 1010101003874 通常枠
ＳａａＳ型圃場モニタリングシステムの構築による農家向けＱＯＬ向上支

援ビジネスの創出
多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00209 株式会社ティーユー 8011103006413 通常枠
最新製造設備導入による人材教育と製品製造のハイブリッド型事業の再構

築
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00212 ネポン株式会社 7011001018214 通常枠 業態転換によるスマート農業への対応（農業従事者の負担軽減） 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 R2131U00213 株式会社塩入製作所 1010601010874 通常枠 機械温度を管理し機械精度を向上することで医療業界向けの金型製作事業 中ノ郷信用組合

関東 東京都 R2131U00214 吉田電材工業株式会社 6010501014285 通常枠 ジャパニーズバーボンウイスキー事業 城北信用金庫

関東 東京都 R2131U00216 株式会社マテリアル 5010801011405 通常枠 航空産業の低迷により新たな分野である半導体産業へ参入 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131U00219 白山印刷株式会社 2011501008272 通常枠 特許技術を活用した低価格高議場防止を実現する新印刷サービスの展開 株式会社りそな銀行
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関東 東京都 R2131U00220 株式会社クリアストーン 2011101037060 通常枠 ウィズコロナ時代に適応した目に関するトータル提案型ショップの展開 山田　盛史

関東 東京都 R2131U00221 有限会社タテヤマ商会 4011702007336 通常枠 中間処分場の建設による事業基盤の安定化と売上拡大 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00223 建行株式会社 4010601036900 通常枠 廃プラスチックの再生ペレット製造に伴う国内循環の実現 一般社団法人荒川区中小企業経営協会

関東 東京都 R2131U00224 堀井運送株式会社 9011201005035 通常枠 療育を必要とする障がいを持つ子ども達への「発達支援サービス」 東京商工会議所

関東 東京都 R2131U00226 クルスインターナショナル株式会社 6010901003508 通常枠 ショールーム機能を持つ賃貸物件による将来の事業展開基盤の確立 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00228 株式会社ライテック 6010501011191 通常枠 海外の健康食品を流通させ、コロナで高まる「健康」需要を促進 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 R2131U00234 株式会社メイクワン 9013201005808 通常枠
表彰記念品製作で培ったデザイン力を活用した店舗内装製品業への事業転

換
長田　和弘

関東 東京都 R2131U00244 株式会社ＢＲＩＣＫ’ｓ 5011101058228 通常枠 発音判定ＡＩを活用した多言語学習ツールの開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00249 株式会社Ｋ－ＷＩＬＬ 5012301007577 通常枠 放送用画質測定器ビジネスからネット型テレビ市場への参入 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00250 株式会社オオヒロ 6011201015350 通常枠 団体向け『ちゃんこ屋』からお一人様向け『ラーメン屋』に事業転換 税理士法人渡邊リーゼンバーグ

関東 東京都 R2131U00253 株式会社日之出 1011101076225 通常枠 明治創業の老舗クリーニング店における非対面サービスの業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00260 タクボエンジニアリング株式会社 6010701005745 通常枠 塗装システムのＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 R2131U00264 株式会社ＫＩＲＥＩＳ 7011001069901 通常枠 男性向けまつ毛エクステ市場拡大プロジェクト 柴田　暁芳

関東 東京都 R2131U00267 株式会社福地製作所 1011501004090 通常枠 サイクリング需要に対応するサイクリングステーションの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 R2131U00268 株式会社鳥居ローソク本舗 3010601004998 通常枠 新しい主原料による瞑想用ローソクのサブスクリプション販売 須永　達也

関東 東京都 R2131U00270 株式会社ディーノシステム 7290001042766 通常枠 スキルシェア市場を捉えた経営者向け新サービスによる新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00273 株式会社ファイズホールディングス 1013301036743 通常枠
全国のお客様の声に応えたクラウドファンディングサイトＯＨＡＣＯの開

設
株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 R2131U00278 株式会社スタルジー 5013301041657 通常枠 低回線域にも対応したＶＲリアルタイム配信サービスの開発 駒田　裕次郎

関東 東京都 R2131U00280 株式会社Ｒｉｔｚ 1010401111105 通常枠
ニーズの高まる「おうち美容」に特化した、Ｄ２Ｃ型ライフスタイルブラ

ンドを展開する
東京商工会議所

関東 東京都 R2131U00282 相川商事株式会社 3010601008529 通常枠 未来へつなぐ新たな皮革素材の開発・展開 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U00285 株式会社美容経済新聞社 7011401010638 通常枠 エステ業界の情報マッチングプラットフォームの構築 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00286 株式会社ＳＰＡＮ 6010701023508 通常枠
完全非接触型店舗での提供サービス並びに自社製造のオリジナル燻製調味

料等の販売
株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 R2131U00287 株式会社美来 3011101077196 通常枠 外国人向けに日本を紹介する動画視聴アプリの構築と提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00288 エヴァンリード株式会社 1010601041762 通常枠 空気で創るつい立てのデファクトスタンダードを目指す 小嶋大志

関東 東京都 R2131U00290 有限会社パンニャ 7010502021841 通常枠 Ａ　Ｉマーケティング調査アプリ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00292 株式会社江戸一 9010001161930 通常枠 非接触型単品焼肉専門店 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00294 エルフ合同会社 4010003026244 通常枠
ＤｔｏＣ対応ＥＣ業務支援ＳａａＳ型ＥＲＰソフトウェア開発・サービス

提供
株式会社ＯＡＧコンサルティング
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関東 東京都 R2131U00296 星野翔太 通常枠 山梨ワインのインターネット通販を軸とした地方創生の取組 かがやきコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U00297 株式会社タッチョモ 5011301020045 通常枠 地域密着型居酒屋が台湾カステラ販売へ！店内飲食激減に対応 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00298 株式会社アートフリーク 6010001035831 通常枠 既存の広告業からトレーラーハウス事業への進出 内田　哲夫

関東 東京都 R2131U00302 株式会社スターリンクス 2011001103854 通常枠 アクアリウムと高級フレンチによる記念日向け飲食店への事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00309 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ 1010001177364 通常枠
テレワークに対応した労務管理、事業管理機能付きのＳａａＳツールの開

発事業
セブンセンス税理士法人

関東 東京都 R2131U00323 株式会社ナインアワーズ 8010401107294 通常枠 カプセルホテルＤＸ化による睡眠データセンシングおよび睡眠診断事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00324 株式会社ストレッチ屋さん 4011001064608 通常枠 コロナに負けるな「川合式ストレッチサロン２．０」構築プロジェクト 村田　良一

関東 東京都 R2131U00329 株式会社ヒューズ・テクノネット 6010101003358 通常枠 新規流体制御・供給装置開発による新市場開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00331 株式会社雄島試作研究所 2012401010954 通常枠 高周波計測部品製造から高周波機能デバイス製造への事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00335 株式会社リンテック２１ 4010401084100 通常枠 飲食店等のテーブル用感染防止クリーンブースの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131U00346 株式会社美虎 2011001056788 通常枠 中華料理店経営からテイクアウト・通販事業への業態転換 山下　明宏

関東 東京都 R2131U00348 ウエブテック株式会社 2010701001203 通常枠 ＡＲ支援パウチ検査装置の開発でＤＸ推進サービス展開への業態転換 岩城　哲夫

関東 東京都 R2131U00354 ニッコーシ株式会社 7010001053741 通常枠 半導体製造装置部品の新製品立上げによる新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U00358 株式会社マインドウインド 5010001124362 通常枠 ＩＴ　×ファッションの融合における生産性向上プロジェクト 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U00362 株式会社立川紙業 5012801000833 通常枠 コロナ禍における投函チラシ需要に対応したオンデマンド印刷事業 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00366 株式会社オルイン 3010602033947 通常枠 換気設備や什器を入れ替え、居酒屋業態を焼肉業態に事業転換する。 髙橋　理泰

関東 東京都 R2131U00369 株式会社コンフォートアライアンス 1010001162928 通常枠 都市型リネンサプライサービス展開による新規ビジネスモデルの構築 株式会社ダイワマネジメント

関東 東京都 R2131U00376 丸安毛糸株式会社 1010601015394 通常枠
免疫力向上が期待できる新素材開発販売及びそのオリジナル商品の製造販

売
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00380 株式会社イガラシ 9011801005905 通常枠 高齢者や障がい者のＱＯＬを高める空気入り福祉用具の製造販売 青木　宏二郎

関東 東京都 R2131U00381 株式会社マックスフーズジャパン 3010701009195 通常枠 最先端冷凍機用いた高品質焼鳥串製造及び独自ＥＣによるもつ煮販売 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00389 株式会社オプトゲート 1011801018427 通常枠 偏光プローブ型偏光イメージングシステムによる事業転換 株式会社阿波銀行

関東 東京都 R2131U00393 株式会社Ｐａｔａｔａ 9010001142385 通常枠 こどもの成長・発達の度合いを見える化するクラウドサービスの開発 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U00394 広島風お好み焼　伊豆川 通常枠 「焼き」のプロフェッショナルによる新事業チャレンジ 小原　恭子

関東 東京都 R2131U00396 日本綜合テレビ株式会社 6011101016399 通常枠 ＳＮＳ動画編集アプリ 牛尾　貴哉

関東 東京都 R2131U00399 ＨＴＬ株式会社 6011701017219 通常枠
スマホを大画面で操作する新たな情報端末ＷｉｔＨ（ウィズ）の開発・販

売によるＶ字回復への挑戦
城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00403 株式会社ＥＶＥＮＴ　ＬＡＢ 7010901034741 通常枠 トルコ専門情報サイトを活用したデジタル広告による新事業展開 紙本　好太郎

関東 東京都 R2131U00410 日本映像翻訳アカデミー株式会社 7010002039327 通常枠 字幕翻訳ＡＩ事業 山下　勝矢
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関東 東京都 R2131U00412 株式会社パイン工業所 6010001006312 通常枠 インジェクション成形能力の向上によるハウスホールド市場への参入 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 R2131U00414 株式会社ガイア 4010101009638 通常枠 収集運搬から中間処理業へ進出し商圏の拡大と新規取引先の増加を図る 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00419 株式会社コンテンツセブン 5010401095633 通常枠 コンシェルジュ付き動画配信サービスの構築による業態転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 R2131U00420 株式会社インクコーポレーション 3011801013789 通常枠 アライアンスで支え合う再建築不可物件の利活用事業化 千代田　悟志

関東 東京都 R2131U00423 ｂｏｕｎｄａｒｙ　ｓｐａｎｎｅｒ株式会社 6011001091237 通常枠 データドリブン型製造小売へのビジネスモデル再構築事業 株式会社アクシス

関東 東京都 R2131U00425 株式会社東京療術学院 9011001045974 通常枠 「これからのため」「自分のため」を実現する新たな受講スタイルの確立 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 R2131U00429 メセナメディカル株式会社 4013301043720 通常枠 コロナ禍の健康不安に対応し、地域の健康増進に貢献する薬局づくり 吉元秀樹

関東 東京都 R2131U00430 株式会社和と輪 7011401019035 通常枠 上質なアウトドア要素を取り入れた体験型一棟貸し宿泊施設の新設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00431 バキュームモールド工業株式会社 5010601014839 通常枠 高品質レーザーマーキングサービスの提供 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00433 タケダクリーニング 通常枠 「指定洗濯物取り扱い施設」の活用による法人顧客の新規獲得 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U00434 株式会社千葉印刷 6011001014073 通常枠 「さかなかるた」の事業化による受注型事業構造からの脱却 安達　延行

関東 東京都 R2131U00437 株式会社ＲＯＭＳ 4010401146040 通常枠 ＮＦＣ／ダークストアソリューションの提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U00442 株式会社ナビック 5010601019672 通常枠 都市型高級食パン製造小売りによるＢＴｏＣへの新たな展開事業 北野　孝志

関東 東京都 R2131U00443 株式会社花研 2013301028624 通常枠 新規代理店ビジネスモデル構築によるコロナ禍の販路拡大の取組み 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 R2131U00448 株式会社Ｐ・Ｍ・Ｃ 3010401096121 通常枠
新鮮冷凍富山湾鮮魚調理済刺身製品の開発、生産工程構築、及び販路開拓

の実行
新湊信用金庫

関東 東京都 R2131U00449 株式会社昭和製作所 2010801005665 通常枠 形彫放電加工の追加による新分野試験片製造への進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131U00452 株式会社フルハートジャパン 7010801010685 通常枠
受注型製造業が新製品／新商品開発を行い、販売及び新ビジネスサービス

展開
株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00453 株式会社ハイベロシティ 3013201012628 通常枠 オンラインライブ配信システムのリリースによる新たな顧客層の開拓 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00457 日本快適生活株式会社 9010801026317 通常枠 ネイル等女性向けサービスを高齢者向け健康維持施設に事業転換 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 R2131U00458 株式会社大光技研 3010501030764 通常枠 自社所有地の活用によるグランピング施設運営への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00463 株式会社ヤザワミート 8010401066912 通常枠 本物の黒毛和牛の良さを提供する新規食肉加工食品製造事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U00467 株式会社Ｊ・ＭＡＤＥ 2120001199470 通常枠 『冷凍食品・食材の国内ＥＣ物流』支援事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 R2131U00469 株式会社クリアデザイン 8011001106083 通常枠 「現場が教科書」建築士育成のためのオンラインコンテンツの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 R2131U00478 足立工業株式会社 2011801005399 通常枠 電気自動車用コネクタ部品への高精度メッキ技術開発による新事業展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 R2131U00483 新星社西川印刷株式会社 3010501005337 通常枠 印刷会社の強みを活かした紙に頼らない次世代の素材への挑戦 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 R2131U00489 武州工業株式会社 6012801003083 通常枠 半導体製造装置向け精密板金技術の確立による新分野展開 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 R2131U00493 株式会社Ｆａｒ　Ｅａｓｔ　Ｃｒａｆｔ 2011001129338 通常枠 京都から世界へ！ジン専門店が造る美味しくて健康になれるジン 新酒　芳斗
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関東 東京都 R2131U00494 株式会社インバウンドプラットフォーム 2011001107558 通常枠
ＡＩコンシェルジュを活用した在留外国人の生活を支援するライフメディ

アテック事業
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00501 カサイホールディングス株式会社 5010401050092 通常枠 小豆島の宿泊施設「オリビアン小豆島」を取得したホテル運営事業へ進出 みどり合同税理士法人

関東 東京都 R2131U00515 株式会社コンパス 7040001042361 通常枠
特殊・整形医療靴分野への新技術導入によるサービスの効率化・高付加価

値化推進事業
朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U00516 株式会社ユニアス 1010101010029 通常枠
新市場である半導体製造装置、放送映像機器業界への参入による事業再構

築
平　明道

関東 東京都 R2131U00517 マーキットワン株式会社 4010001175423 通常枠 ＡＩを活用したマーケティングソリューションサービス事業 稲垣　秀行

関東 東京都 R2131U00527 白石工業株式会社 5010601003180 通常枠
最新式大型高精度成形機導入と１００年に渡るプラスチック加工技術を複

合活用した防災・農業機械市場への新分野展開
株式会社筑波銀行

関東 東京都 R2131U00531 株式会社酒の魚 5010401103073 通常枠 新たな生活様式を取り入れるための飲食店の事業計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 R2131U00534 株式会社鈴甲子 8010601012716 通常枠 五月人形の直販体制整備とひな人形市場の新規開拓 船橋商工会議所

関東 東京都 R2131U00550 株式会社アイデアログ 3010501034798 通常枠
宴会部門向けシステム提供事業を新たに開始（ホテル等の省人化ニーズに

対応）
内海　飛鳥

関東 東京都 R2131U00551 株式会社ワイヤレスコミュニケーション研究所 9012401019031 通常枠 デジタル技術による高精度・低価格な屋内位置情報サービスの開発 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131U00553 合同会社レイヤーゼロ 8012403002457 通常枠 アフターコロナで求められるシェアリングスペース検索サイト事業 濱野　智徳

関東 東京都 R2131U00555 八光社梱包運輸株式会社 8010001054111 通常枠
文書のデジタル化による企業の業務ＤＸ化支援に係るドキュメントセン

ター事業
税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 R2131U00556 株式会社ベイシスコンサルティング 1011301023530 通常枠 暗黙知を形式化する新サービス『ＴＡＣＩＴ（暗黙知）』の開発 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U00557 株式会社大柴 1012801010241 通常枠
健康、衛生、老舗、女性をキーワードとした鶏料理のテイクアウト・デリ

バリー
株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 R2131U00558 株式会社竹中 1010801006953 通常枠 超小ロット品の船舶部品分野への新事業展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U00559 株式会社ＬＰＮ 9180001072401 通常枠 最新デジタル技術を活用した新しい機能運動指導サービスの展開 株式会社十六銀行

関東 東京都 R2131U00565 株式会社小野電機製作所 2010701002028 通常枠 ３Ｄプリンター事業、汎用プラットフォーム開発事業、デザイン経営事業 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00569 株式会社笹沼製作所 1011501006657 通常枠 『電磁圧接』新分野展開と基盤事業技術承継（スキルレス逆絞り） 水戸信用金庫

関東 東京都 R2131U00574 株式会社アクセル 1012301008579 通常枠 ＰＢ商品の仕込みと中食事業の商品製造の食品加工場の建設 久保　徹雄

関東 東京都 R2131U00577 株式会社味香り戦略研究所 1010001143746 通常枠
食感性情報を用いたデータマイニング手法の高度化開発によるフードテッ

ク市場開拓事業
朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U00582 アンドネクスト株式会社 7010401133135 通常枠 淡路島にて１日１組限定のグランピング型宿泊サービス事業の実施 濱崎　恭明

関東 東京都 R2131U00589 有限会社東京精密熔断 1010802009889 通常枠 半導体製造装置・免震装置・航空宇宙関連装置向け部品への新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00592 株式会社ダイ・インダストリー 2010401066331 通常枠 ＥＣサイト構築と商品パッケージング工場の新規整備 コンピタント税理士法人

関東 東京都 R2131U00596 有限会社大和寿食品 9010502006956 通常枠 地域の皆さまの健康寿命を延ばすスーパーマーケット計画 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 R2131U00605 株式会社創英 2010701005369 通常枠 検査カメラの活用によって全品検査体制を構築して業態転換を行う事業 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00606 ＥＭＣ　Ｈｅａｌｔｈｃａｒｅ株式会社 1010401129782 通常枠 ＩｏＴ・ＡＩ技術を活用した、介護ＩＣＴサービス事業への進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U00609 三益工業株式会社 4010801011604 通常枠 民間航空機市場低迷による、新分野市場参入に向けた事業再構築計画 アマヤ・パートナーズ税理士法人
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関東 東京都 R2131U00613 ジャイロテクノロジー株式会社 7030001103271 通常枠 次世代スノーボードトレーニング施設「立山ＫＩＮＧＳ」の運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 R2131U00623 株式会社ブレイン＆アーティスト 7011001037189 通常枠 幼児向け出張体操教室から自前運動施設を新設、来店型へ業態転換 税理士法人Ｓｏｆａ

関東 東京都 R2131U00629 株式会社藤和 3012401012818 通常枠 印刷会社視点でのデジタル（ＷＥＢ制作・解析）領域サービス参入 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00631 株式会社エーエスピー 2010001065601 通常枠 障がい者雇用サポートＡＳＰ農園 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00640 大貫金属工業株式会社 9011801000781 通常枠 美術性の高い塗装技術を活用した新市場開拓事業 亀有信用金庫

関東 東京都 R2131U00648 株式会社東京エンジニアリング 4010001034026 通常枠 中古半導体製造設備の整備・販売・ソリューション事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00649 スリーピース株式会社 2010501021418 通常枠 モータ電子錠前（新規開発品）で新たな市場へ挑戦 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U00652 株式会社ヒトクセ 2010401095108 通常枠
広告配信事業からオンラインセミナー動画のメディア事業への新分野展開

について
株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U00655 株式会社フェルミエ 3010401033066 通常枠
ナチュラルチーズ卸販売のＥＣ事業化及びナチュラルチーズ食文化情報発

信サイトのＥＣ利用
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00657 Ｖｉｓｏｌａｂ株式会社 2010701029137 通常枠 バーチャルスタジオ「ｖＳｔｕｄｉｏ」事業 山崎コンサル株式会社

関東 東京都 R2131U00662 株式会社田代合金所 5010501007315 通常枠 ＦＥＭ逆解析とＡＩ技術による検査・診断サポートシステム 東京商工会議所

関東 東京都 R2131U00667 株式会社ノルディスクジャパン 9010401126203 通常枠 体験型無人店舗でのテント用品販売とファンコミュニティ構築事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U00670 株式会社キュービックルーツ 5013201017996 通常枠 スケジュール管理、進路相談を含む完全オンライン学習塾の開校 小林　暢浩

関東 東京都 R2131U00678 株式会社ｋａｂｕｔｏ 3010801026768 通常枠 ＵＩ／ＵＸを応用した地域特化型コワーキングスペースの事業化 小林　奈緒

関東 東京都 R2131U00679 株式会社ＰＪ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 3010401081057 通常枠
オーストラリア、ポルトガルレストランから希少なラム肉を使用したレス

トランとデリバリーテイクアウト、ＥＣ事業への業態転換
西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00684 ＦＵＮＦＡＭ株式会社 3030001084103 通常枠 子どもの未来は地球の未来。脱炭素社会に向けた安心設計の保育用品 岸田　亜矢子

関東 東京都 R2131U00685 エークラスミュージック株式会社 8013301012143 通常枠 オンライン音楽レッスンサービスの構築 コンピタント税理士法人

関東 東京都 R2131U00690 リコ 通常枠
頭寒足熱療法と頭皮の整体で体質改善により育毛を促進する美療術業への

転換
竹内　美紀

関東 東京都 R2131U00699 株式会社ヤマダ 2011601007050 通常枠 印章の彫刻技術を生かしたペットグッズ販売への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00704 株式会社ハネスト 2011701015770 通常枠
「ギフトチョコ」から美容・健康市場に向けた「サプリメント入り食品」

への業態転換
谷　進二

関東 東京都 R2131U00707 中興化成工業株式会社 8010401017733 通常枠 高周波ふっ素樹脂基板事業の新製品開発による事業再構築 株式会社十八親和銀行

関東 東京都 R2131U00712 株式会社ホスピタリティ＆グローイング・ジャパン 7011101062871 通常枠 ＩＴ技術活用によるデジタル化した人財育成サービスへの業態転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00713 一般社団法人一糸座 7012705001950 通常枠
人形劇団が運営する非日常を体験できる昭和レトロカフェ及びレンタルス

ペース事業
アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 R2131U00719 株式会社たまき家レストラン 9010001190112 通常枠 レトルト食品の製造・販売 世田谷信用金庫

関東 東京都 R2131U00726 日本フードデリバリー株式会社 4011001066414 通常枠 給食弁当プラットフォーム事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U00732 株式会社コーセン社 4012301000806 通常枠 水に浸けてもふやけず溶けない紙ストローの開発・製造事業計画 税理士法人まもる

関東 東京都 R2131U00733 株式会社エース 3010801001382 通常枠 遠隔対応３次元ＣＡＤシステム導入によるコロナに負けない農業機械開発 税理士法人仲田パートナーズ会計



29 / 67 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【関東ブロック】　＊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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

関東 東京都 R2131U00735 有限会社宮下工業所 9011702011374 通常枠 環境に優しいＣＰ溶剤による発泡スチロール再生事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 R2131U00738 共栄産業株式会社 4013301002692 通常枠 大手時計修理業者が挑む宝飾・金属加工事業の持続可能性 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 R2131U00742 株式会社ＨＵＧＥ 7013201012145 通常枠
「Ｔｈｅ　ＨＵＧＥ　ＣＬＵＢ　Ｋｉｔｃｈｅｎ（仮称）」での食料品調

理販売による新分野展開
辻下　敏夫

関東 東京都 R2131U00745 株式会社ウィンディール 4010501033139 通常枠
「マルチメディア対応型スタジオ」を使用した新しいデジタルコンテンツ

商品の制作
株式会社大三経営事務所

関東 東京都 R2131U00751 株式会社千代田 6012401001041 通常枠 ＡＩコミュニケーションシステム搭載ゴルフ用品ＥＣ事業の展開 石塚　憲一

関東 東京都 R2131U00752 有限会社いしんフーズ 2013202013510 通常枠 卸売業から水産加工品メーカーへのドラスティックな業種転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U00753 ナーブ株式会社 8010401121023 通常枠 介護福祉施設向けバーチャルツアーコンテンツ配信事業 菊地耕平

関東 東京都 R2131U00769 株式会社ＢＡＳＥ　Ｔｏｋｙｏ 4010001196857 通常枠 飲食店向けにＤＸを実現する為のＩＴサービス事業 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U00770 株式会社齋藤弦写真事務所 6010901034627 通常枠 ワンランク上の、一般消費者向け写真スタジオの経営 税理士法人濱田＆大原パートナーズ

関東 東京都 R2131U00773 株式会社ＫＬＣ 8100001027462 通常枠 負動産（０円でも売れない不動産）を安全・簡単に売却できるサイト構築 東京商工会議所

関東 東京都 R2131U00776 株式会社エージェントゲート 3010001135989 通常枠 高性能ＡＩによるオウンドメディア構築で女性派遣社員の雇用創出 税理士法人プライムタックス

関東 東京都 R2131U00780 シーピーユーメールサービス株式会社 1011701009518 通常枠 バリアブル印刷事業への進出によるデータプリントサービス事業の確立 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U00783 サラウンド株式会社 2010401109230 通常枠 空きスペースとＥＣ事業者を繋ぐマッチングシステムの構築と販路拡大 税理士法人アクリア

関東 東京都 R2131U00786 パンテオン地所株式会社 4010001063545 通常枠 東麻布　狸穴アークビル・ビジネスシェアプレイス事業 株式会社きらぼしコンサルティング

関東 東京都 R2131U00787 合同会社タカミネ 3010503004650 通常枠 クラウド型賃貸管理　兼　会計ソフト連携アプリの開発及び販売 福嶋　将吾

関東 東京都 R2131U00800 ユアブライト株式会社 5430001042976 通常枠 東南アジア系外国人向け日本ニュースアプリ作成による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00804 株式会社和心 8011401020677 通常枠 大自然の中に癒しのコワーキングスペースを開設する取り組み 千葉県商工会連合会

関東 東京都 R2131U00805 株式会社ゴールドエイト 1010401077536 通常枠
鹿児島県産黒豚を使用した「広尾の豚まん」のテイクアウト・ネット通販

事業
税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 R2131U00810 株式会社内野精工 5012401003534 通常枠 医療機器加工技術の高度化と超短納期生産実現による新市場参入 髙橋　利治

関東 東京都 R2131U00814 株式会社マザーハウス 3010501026762 通常枠 新分野チョコレート事業への進出 税理士法人ＯＫＪ

関東 東京都 R2131U00817 株式会社クラショウ 8011401001842 通常枠 実店舗の新設とオンライン販売の導入による精肉卸売業の業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00818 築地森商株式会社 1010001133813 通常枠
既存事業で獲得した販路の強みを生かした、茨城県ひたちなか市での干し

芋加工事業立ち上げ計画
株式会社千葉銀行

関東 東京都 R2131U00824 株式会社ｄｒｅｒｉｃｈ 7011001093819 通常枠 革新的スタジオの開設によるフォトウエディングへの新規参入計画 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 R2131U00825 株式会社ＡｎｄＷｅ 6010701036047 通常枠 ＩｏＴデバイスを使った防災＋見守りサービス 内藤　淳哲

関東 東京都 R2131U00831 ヒノモトビアパーラー 通常枠 業界の課題を解決し、新しい市場をキャッチする大胆な製造事業 小林　克

関東 東京都 R2131U00834 グリーン・スペース・ソリューション株式会社 4020001115799 通常枠 空き家問題の解決を目指すスマートハウスの賃貸事業への業種転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 東京都 R2131U00835 株式会社昭工舎 6011501002172 通常枠 キャスト宝飾品に替わる焼結宝飾品の開発商品化による新市場創出 遠山　純夫
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関東 東京都 R2131U00836 株式会社アンドインターフェイス 3011501020565 通常枠 オンライン展示会事業とコワーキングスペース事業進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131U00837 株式会社エフアンドビー・プロジェクト 6010401069925 通常枠 急速冷凍装置導入による冷凍からあげ等のＥＣ販売による新分野展開 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 R2131U00838 株式会社レッジ 8010401134314 通常枠 ＡＩイベントのオンライン化及び共通ＩＤプラットフォーム開発 税理士法人エム・エム・アイ

関東 東京都 R2131U00841 アインビズ株式会社 1013401006951 通常枠 ペットホテル事業向けペット見守りシステムの開発 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00846 株式会社升本フーズ 6010601006273 通常枠 健康テーマの商材開発、健康冷凍商材の通信販売への挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131U00853 株式会社ゴッホ・スタイリングス 8010401139123 通常枠 物流倉庫事業への進出とＥＣサイト構築による事業再建計画 大阪信用金庫

関東 東京都 R2131U00855 株式会社タマイインベストメントエデュケーションズ 8011101046205 通常枠
教育の質を高めるＤＸ等の最新技術とシナリオ力の融合によるグローバル

キッズの育成
株式会社京都銀行

関東 東京都 R2131U00860 株式会社クレッセント 1010601040194 通常枠
Ｆｒｅｅ　Ｖｉｅｗｐｏｉｎｔ　Ｔｕｂｅ　ＬＩＶＥ（自由視点映像×ラ

イブ配信サービス×５Ｇ活用　新分野展開）
税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 R2131U00864 株式会社美淑 6010901026129 通常枠
みよしブランドを活用し、うどん店から出汁関連商品による小売業への新

分野展開
株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U00866 株式会社インダストリーパートナーズ 7012801009006 通常枠
ＦＡ・ロボットシステムインテグレーション事業の確立とロボットラボ開

設
多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U00867 株式会社ＤＧ　ＴＡＫＡＮＯ 1122001024048 通常枠 水技術で繋がる！ノズル製造からリフォーム事業への新分野展開 関西みらい銀行

関東 東京都 R2131U00873 株式会社ＪＵＮＣＴＩＯＮ 6010601050627 通常枠 発達障害児の強みを伸ばし将来の働く力を蓄える！スクールプロジェクト 河村裕司

関東 東京都 R2131U00875 株式会社アピロス 7010601042004 通常枠 ３Ｄ大気圧プラズマ洗浄装置の開発・販売事業 むさしの税理士法人

関東 東京都 R2131U00876 有限会社東晃製作所 6011702007994 通常枠 生産技術を活かして大型化ニーズにチャレンジする業態転換の取組み 株式会社東日本銀行

関東 東京都 R2131U00880 ＭＥＲＣＥＲ　ＯＦＦＩＣＥ株式会社 8011001053128 通常枠 スイーツカフェ（イートイン）からスイーツ・豚まん小売への新分野展開 税理士法人創経

関東 東京都 R2131U00884 一心株式会社 3010401080793 通常枠 冷凍鮨の開発および国内への配送を通じた板前寿司の配送事業 岡野　英之

関東 東京都 R2131U00885 株式会社しまや出版 7011801025896 通常枠 様々な素材に小ロットから注文可能な個人向け新グッズ製造サービス 城北信用金庫

関東 東京都 R2131U00888 株式会社タートルミュージック 8013201014834 通常枠 ライブコマース配信スタジオ（ブロキャストーキョー）運営事業 高見　現人

関東 東京都 R2131U00890 ギアヌーヴ株式会社 3010401066058 通常枠 遠隔確認可能なスマートヘルメットによる自動安全管理システム開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 R2131U00896 株式会社ゴンゾ 8011301017187 通常枠
『ブロックチェーンデジタルアセット管理システム』構築によりアニメ業

界全体の課題解決を図り、ＡＳＰ事業を新たな収益の柱とす
山﨑　修

関東 東京都 R2131U00899 ＴＯＹＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010001180900 通常枠
【ＴＯＹＯＬａｂ】展開計画　＊テイクアウト・デリバリー専門店　通

販・惣菜市場の製造拠点構築
第一勧業信用組合

関東 東京都 R2131U00903 Ｐｅａｃｈ株式会社 4010601048193 通常枠 オンライン講座開発・提供によるＩＴエンジニアのキャリア育成への貢献 野竿　健悟

関東 東京都 R2131U00905 株式会社トップグローバル 6010001169522 通常枠 人材派遣業からネット通販・リアル店を融合した小売業へ業種転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U00906 株式会社Ｗ　ＴＯＫＹＯ 1010001168883 通常枠 バーチャル空間の新しいファッションイベントと新ビジネスの創出 吉野　恵子

関東 東京都 R2131U00913 日邦工業株式会社 4010801009433 通常枠 半導体製造装置における消耗部品のリユース事業 けいあい税理士法人

関東 東京都 R2131U00916 株式会社ライフ・ステージ 5021001030153 通常枠
海老名市周辺世帯にモデルルーム兼店舗を通じたアンティーク調インテリ

ア家具・照明・雑貨提案計画
広岡　徹也

関東 東京都 R2131U00918 株式会社Ｃ＆Ｌ 7011001097266 通常枠 新サービスと受付・引取時間短縮によるクリーニング機会の創出 株式会社きらぼし銀行
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関東 東京都 R2131U00920 株式会社池田製作所 7013102005660 通常枠 クリーンルーム下で製造する高度医療機器の都内増産体制の構築 青梅商工会議所

関東 東京都 R2131U00931 株式会社ＫＬＥＩＤＥＡ 1030001091893 通常枠 スマホ世代への新たなオンラインレッスン市場開拓を目指したアプリ開発 上田　曽太郎

関東 東京都 R2131U00932 株式会社日本メイクアップ技術検定協会 6010901041185 通常枠 強みを活かした新サービスで市場を創出する事業再構築プロジェクト 芦田　恒志

関東 東京都 R2131U00933 株式会社井部製作所 8013201007219 通常枠 独自加工技術が活かせる産業用ロボット部品専用ラインの構築 近山　寿博

関東 東京都 R2131U00934 グリーンパワー株式会社 1010801015054 通常枠 再生可能エネルギーの電力受給調整業務と電力小売事業への新進出 川崎信用金庫

関東 東京都 R2131U00942 ＣＲＡＦＴ株式会社 6011101076278 通常枠 高まる健康志向にマッチした「オートミールクッキー」の開発販売 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00948 株式会社さがら 2010601039418 通常枠 天然由来１００％原料で物性・機能性に優れた食器類の海外直販事業 梁川　成豪

関東 東京都 R2131U00951 株式会社Ｐｌｕｓ１ 1011001099210 通常枠 日本人旅行者向けの石垣島の大自然を楽しむ宿泊施設事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U00958 株式会社ウェルビーイング 8010901034550 通常枠
販売代理店業務から輸入卸販売業に事業を転換して新型コロナ不況を脱却

する事業
株式会社千葉銀行

関東 東京都 R2131U00960 株式会社フラム 9011301022723 通常枠 千葉県一宮での一棟貸グランピング施設の自社運営事業。 坪井　亮

関東 東京都 R2131U00962 株式会社五右衛門 3010501032703 通常枠 明るい長寿社会を我が国に！ＤＸ化による医療・介護の地域連携 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U00963 株式会社ウッディ 7011801021953 通常枠 就学の終わった障害者に対する療養介助を実施しながらの職業訓練事業 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 R2131U00964 ＪＰＮ株式会社 5010801016148 通常枠 最新ホーニングマシン導入と一貫生産新工場建設による新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

関東 東京都 R2131U00966 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＵＲＯＤＯ 通常枠
コロナに打ち勝つ！高品質・低価格・完全非接触型テイクアウト専門ハン

バーガー店の開発
東京商工会議所

関東 東京都 R2131U00968 ＭＡＴＥＬＩＥＲ株式会社 9010801020708 通常枠 インテリアショップ開発事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U00970 株式会社ＴＡＮＡＢＥ 1010601037232 通常枠 自社保有ビルを改装して開設するレンタルスペースの運営事業 坪井　亮

関東 東京都 R2131U00974 株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｂｕｌｌ 5010901033943 通常枠 「テイクアウト／デリバリー」を主軸にした中食業態への進出 田村　洋平

関東 東京都 R2131U00982 ウィルベース株式会社 9010001180303 通常枠 ヘルスケア商品接客用ソフトウェアの開発・提供 加藤　崇秀

関東 東京都 R2131U00987 株式会社ＨｏｒｉｚｏｎＸＸ 1020001098774 通常枠 省エネ計算スクールの開校による非対面ビジネスへの新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U00988 株式会社Ｓｔａｙ　ｆｏｏｌｉｓｈ 5010701030216 通常枠 レストランの客席を縮小してクラフトビールの製造を始める 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U00990 株式会社翔山亭 2011101048743 通常枠 デリバリー商品専用工場新設による、焼肉弁当等のデリバリー事業 若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U00994 株式会社イデビュ 6011801018265 通常枠 自由なデザインと１着から注文可能なＥＣシステムサービスの構築 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 R2131U00995 株式会社パートナー 5011701013136 通常枠 アパレルプリント加工への新規進出とアパレル物流独自システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131U00999 株式会社鈴英不動産 4010401090180 通常枠 ウィズコロナに対応した郊外運営型の最新コインランドリー事業への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 R2131U01001 株式会社ジェイブレーンズ 1011301013300 通常枠 プロテオグリカン含有のサプリメント及びクリームの製造販売の開始 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 R2131U01002 株式会社リライブ 3011001052282 通常枠 独自のオンライン教育を導入したオリジナルＥＣサイトの構築と運営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01005 株式会社船橋屋 5010601006646 通常枠 和菓子で唯一の乳酸菌を用いた発酵飲料水の試作・開発及び事業化 銀座スフィア税理士法人
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関東 東京都 R2131U01008 ＴＨ管理サービス有限会社 1013302021513 通常枠 個室サウナ事業の実現による飲食サービス業からの転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 R2131U01012 ＡＮＧＥＬ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2011001117367 通常枠 ＡＮＧＥＬ　ＪＡＰＡＮ　銀座旗艦店事業計画 株式会社常陽銀行

関東 東京都 R2131U01025 Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社 1011101082454 通常枠 ＡＩを活用した企業与信審査サービスの提供 若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U01026 株式会社京葉電子工業 4011701010183 通常枠
ユーザー目線でのサポート体制に特化した眼科の電子カルテ制作・販売へ

の新規参入と事業拡大
駒田　裕次郎

関東 東京都 R2131U01027 ファンづくりカンパニー株式会社 4010401129615 通常枠 廃校施設を利用した障がい者就労移行支援施設の運営 水戸　脩平

関東 東京都 R2131U01028 ジェットエイト株式会社 2010001089303 通常枠 超低温クライオメディファーマアーカイブ事業 株式会社北國銀行

関東 東京都 R2131U01029 エコケー株式会社 6010001128362 通常枠
海外との売買を容易にする中古携帯電話の取引仲介システムの開発および

その提供
谷口　清隆

関東 東京都 R2131U01032 株式会社ティーエス 2010601043411 通常枠 非対面式契約管理代行システム「転勤マネージャー」（仮称） ９９．９株式会社

関東 東京都 R2131U01035 合同会社エル・ディー・エス 5010403013667 通常枠 介護事業所向け支援アプリによるクラウドサービスの提供 株式会社エクステンド

関東 東京都 R2131U01036 ＳＫジャパンエクスポート株式会社 4010401116588 通常枠
バングラデシュ向け自動車部品販売プラットフォームを活用したアフター

パーツ事業
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01037 Ｄｕａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 4010401124582 通常枠 不動産／オルタナティブ投資の融資オンライン支援事業 アネーラ税理士法人

関東 東京都 R2131U01041 株式会社Ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ 4011001093375 通常枠
３ＤＣＧ制作技術による双方向バーチャルライブ・イベント分野への開拓

事業
水戸　脩平

関東 東京都 R2131U01043 有限会社フルール 6010802012723 通常枠 ２４時間無人受付機を活用した、らくちんおうち洗濯代行サービスの提供 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U01045 株式会社ソリストジャパン 5011301018031 通常枠 地域の活性化に寄与する差別化されたテイクアウト専門店の実施 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 R2131U01050 株式会社ｍｅＬｏ－ｍｅＬｏ 2011001121848 通常枠 コロナ太りを解消するテレワーク環境完備の宿泊型ダイエット道場事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 R2131U01056 株式会社ヴェルト 8010901030797 通常枠
特許申請スマートフォンＡＩ技術によるプロアクティブ・セルフケア・ア

プリ事業
野々上　寛

関東 東京都 R2131U01058 株式会社小出ロール鐵工所 9010601011808 通常枠 大型ロール研削盤の導入による受注拡大 ＣＡコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U01059 株式会社小泉製作所 7011801007564 通常枠 製造設備刷新による半導体製造装置用レンズ市場への新分野展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 R2131U01066 株式会社リンクル 3011201015592 通常枠 小規模事業者を応援する廉価版インターネット広告サービス事業 内田　哲夫

関東 東京都 R2131U01070 株式会社ポスメディア 7010401088008 通常枠 ＧＰＳ機能付き進捗管理システムの開発による配達サービスへの参入 若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U01071 株式会社Ｔｈｅ　ＭＯＴ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8010901033503 通常枠 脱炭素社会モビリティに向けた軽量材樹脂プレス成形事業 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01073 有限会社Ｚｉｎ建築企画 1010802020243 通常枠 現業の強みを活かした非接触・ペット対応の貸別荘事業への新規展開 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 R2131U01077 有限会社こくぼ 7010702002947 通常枠 お米マイスターがセレクトした厳選ブランド米 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U01081 有限会社ポパイミズノ 6011502005447 通常枠
時間に縛られない利便性の高いクリーニング店への転換と、短納期化への

取組み
瀧野川信用金庫

関東 東京都 R2131U01085 有限会社ファッションしらいし 7011302007840 通常枠 縫製工場発、ファクトリーショップ（工場内直営販売店） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U01088 宮下純一 通常枠 体と心の両側面を紐づけたパーソナルオンライントレーニング事業 松山　亮樹

関東 東京都 R2131U01099 一般社団法人よつば 3010105001955 通常枠
情報連携システムを活用した障がい者グループホーム向け訪問看護サービ

スの実現による福祉業界のＤＸ化推進
株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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関東 東京都 R2131U01103 株式会社クリエイティブファクトリー 8013103000420 通常枠 ＡＩ解析で判明の通行量３．８倍の新天地で、特許出願済事業で勝負 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U01104 株式会社ＢｅＡ 8013301036720 通常枠 移住ソーシャルマーケティングオートメーション事業計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01107 株式会社ｓｕｂＬｉｍｅ 7011101057112 通常枠 テイクアウト専門のハンバーガー業態への進出 田村　洋平

関東 東京都 R2131U01108 ビッグバン株式会社 6011101046842 通常枠 『ＡＩ技術を活用したデジタル広告事業』の新規立案・業績拡大 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 R2131U01118 ＳＥＴ株式会社 3011001066183 通常枠 世界中からリモート撮影が可能なスタジオのレンタルサービスを新展開 中村　健一郎

関東 東京都 R2131U01119 エバーブルーテクノロジーズ株式会社 4012401034803 通常枠 サーベイランス／ロジスティクス用無人風力自動操船ヨットの開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01121 株式会社ｏｋｅｙ 1010401073312 通常枠 強みを生かしてクラフトビール醸造に乗出し新たな市場と顧客層を開拓 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 R2131U01125 株式会社アイエヌジー 7010801024000 通常枠 レンタルオフィス事業への新分野展開 中村　健一郎

関東 東京都 R2131U01129 株式会社リレイション 7010901017168 通常枠 介護用品レンタル事業ならびに介護リフォーム事業等への業種転換 辰野　博一

関東 東京都 R2131U01134 株式会社ｇｒｉｄ．ｉｏ 2010901019838 通常枠
アメリカディズニーランドでのパレード参加も叶えるダンススクールの新

規開設
西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01135 株式会社岩島 8011601023595 通常枠
モバイルアプリゲーム”Ｇｏ　Ａｓｔｒｏ　Ｂｏｙ　Ｇｏ”パズルゲームの

開発・販売
税理士法人きわみ事務所

関東 東京都 R2131U01136 株式会社グランイート 8010001198148 通常枠 温浴事業の取得・改修による「食と憩の複合レジャー企業」への転換 株式会社京葉銀行

関東 東京都 R2131U01150 株式会社スタアズ 1010002037880 通常枠 コロナ禍飲食店での天然かき氷市場開拓における氷採取場新設事業 片上　明美

関東 東京都 R2131U01155 パブリッシングイースター株式会社 8011001072771 通常枠 動画配信スタジオレンタルおよびライブコマース支援事業 萩口　義治

関東 東京都 R2131U01169 株式会社ウェルビーテック 8010701035559 通常枠
臨床工学技士の医療機器管理業務を効率的にするクラウド型ソフトウェア

サービスの提供
安達　隆久

関東 東京都 R2131U01170 ベスト・レギュレーション株式会社 5020001099372 通常枠 不動産個人間売買用ポータルサイト事業 原島　清孝

関東 東京都 R2131U01172 株式会社エイアイエム 4011701010712 通常枠 内製化に成功したフラーレン配合の基礎化粧品の開発・製造 株式会社群馬銀行

関東 東京都 R2131U01173 ＣＴＳ株式会社 3010601045002 通常枠 痩身目的に特化した最新美容マシンと独自ハンドメソッド融合店出店計画 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01175 匠屋あいべ 通常枠 バーの新規開店と、山形食材の料理キット開発による事業再構築 高橋　利忠

関東 東京都 R2131U01188 株式会社ＹＡＧＯＫＯＲＯ 5011001113017 通常枠
目黒区祐天寺におけるゴーストレストラン向けシェアキッチンサービスの

提供
税理士法人ハガックス

関東 東京都 R2131U01192 株式会社Ｓｕｎｎｙ　ｑｕｉｎｔｅｔｔｏ 2011501020590 通常枠 町のセントラルキッチン構想による地域活性化事業 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 R2131U01196 ワンプラネット株式会社 2011001071275 通常枠 新しい生活様式に即したオンライン型同時通訳サービス事業 萩口　義治

関東 東京都 R2131U01203 技研精機株式会社 2011401001542 通常枠 ５Ｇ・ＡＩ等半導体需要増に向けた半導体検査装置部品製造の開始 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01208 株式会社オンチップ・バイオテクノロジーズ 8012401018678 通常枠
セルソーター（細胞解析分離装置）等自社開発製品の販売事業からサービ

ス事業への転換
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01209 有限会社ＳＰ　ＭＯＤＥＬ 6010802018092 通常枠 成長市場を対象とした精密切削加工製品製造事業による事業再構築計画 川崎信用金庫

関東 東京都 R2131U01212 株式会社ホスピタリティー＆パートナーズ 3011001064443 通常枠 夜間救急に特化した、都市型動物病院の運営 根来　成臣

関東 東京都 R2131U01215 メイリークリスタル有限会社 1011002028523 通常枠 エンタテイメントカフェ 株式会社渡辺経営コンサルティング
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関東 東京都 R2131U01217 株式会社テランボー 4011801037481 通常枠 セミパーソナル型のキックボクシングフィットネスジムの運営事業 土公　文平

関東 東京都 R2131U01219 ＡｓｉａｎＳｔｒｅａｍ株式会社 5010001150573 通常枠
「ＢＰＯ×ＤＸ×中小零細企業向け」市場で、社内のシナジー効果を最大

限に発揮
道浦健治

関東 東京都 R2131U01223 ダンスウェーブ 通常枠 ダンス教室初のネットレッスン支援プラットホーム事業への転換 廣岡実

関東 東京都 R2131U01226 ジョイプライド株式会社 8010701031483 通常枠 コストパフォーマンスでおひとり様用の焼肉需要を開拓する事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U01227 株式会社タスマニアンプロジェクト 9010901029005 通常枠 貸別荘業への進出によって成し遂げる事業再構築 城南信用金庫

関東 東京都 R2131U01229 株式会社ＫＥＹＳ 3010001180060 通常枠 オンラインエステ・セルフエステおよび健康指導への業態転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 R2131U01232 株式会社ヨシズミプレス 1010601016657 通常枠 バイアル用アルミキャップ量産プレス製造による医療分野への新分野展開 牛腸　真司

関東 東京都 R2131U01235 都立家政ささや整骨院 通常枠 テレワーク層に向けた整体オンラインプラットフォーム再構築事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 R2131U01239 株式会社ｉＴＰＳ 8010001192407 通常枠
専門領域向け機械学習関連技術を応用したコミュニケーション支援アプリ

の企画開発による新規事業展開
国際税務支援サービス税理士法人

関東 東京都 R2131U01251 株式会社三勢 6010001003111 通常枠 プラットフォーム型おたすけ音楽レッスン事業の展開 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01258 日進精機株式会社 8010801009363 通常枠 サーボプレス機の導入による半導体市場への新規参入 牛腸　真司

関東 東京都 R2131U01262 有限会社西部熱処理サービス 8010102003735 通常枠 ＣＯ₂削減を実現する「超チタン部品メーカー」への事業再構築 松野　泉

関東 東京都 R2131U01263 株式会社エッジ・エンタープライズ 6010601016256 通常枠 ハイブリッドファイバーレーザ工法による空間創造金属製品市場への参入 城北信用金庫

関東 東京都 R2131U01264 株式会社Ｓａｎｕ 7010501044901 通常枠 ＳＡＮＵ２ｎｄＨｏｍｅ事業における宿泊用キャビン建設 服部　峻介

関東 東京都 R2131U01278 株式会社ア・グッド・ダイナー 7011101009939 通常枠 コロナ渦で生まれた「新しいコーヒーの形」で新事業展開をする 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U01280 カディンチェ株式会社 1010701024254 通常枠 ＸＲやＩｏＴを用いたオーグメンテッドラボ構築と建築事業化 ＭＣ税理士法人

関東 東京都 R2131U01282 株式会社森田屋 7012401001734 通常枠 つきたてもちもち！『お餅と野菜の食べるスープ』の飲食品販売 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U01283 株式会社ナインロック・アドバイザーズ 7010401084205 通常枠 伊勢原駅前大型立体駐車場内で展開する新設コインランドリー事業 アクティベートジャパン税理士法人

関東 東京都 R2131U01284 花岡車輌株式会社 9010601007789 通常枠
位置管理対応トラッカーの開発および、屋内外位置管理業務支援システム

の開発
税理士法人エンサイド

関東 東京都 R2131U01285 株式会社ケーエムエフ 9010401009085 通常枠 洋上風力発電向け製品の製造販売事業計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01287 トータルパッケージ株式会社 5010601034119 通常枠 業務フローのデジタル化とＥＣサイト導入で新たな顧客開拓を実現 丸田　佐和子

関東 東京都 R2131U01292 株式会社横引ＳＲ 3011801027062 通常枠 天井クレーン等・新規設備導入による超大型シャッター製造 亀有信用金庫

関東 東京都 R2131U01297 株式会社アコースト・コーポレーション 4010001000226 通常枠 可動式ブース（オンライン用ワークブース）の企画・設計・販売 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U01299 株式会社プリントボーイ 6010901010859 通常枠 新メディアへの挑戦によるデジタルコンテンツ制作会社への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 R2131U01310 株式会社全旅 4010001048174 通常枠 産地を繋ぐ地産品マーケットプレイスによる旅行業界の危機脱出計画 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U01319 商和株式会社 9013301028015 通常枠 収益拡大＆取引先とリソースの共有を可能にする販売システム構築事業 仁科　忠二郎

関東 東京都 R2131U01322 有限会社アイディオクエスト 8370002014920 通常枠 医療業界に特化した新しいデジタルコミュニケーションシステムの提供 福田　治



35 / 67 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【関東ブロック】　＊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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

関東 東京都 R2131U01327 オルグロー株式会社 6011001090346 通常枠 営業職転職に特化した動画選考マッチングサービス 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U01328 株式会社厚徳社 6011101036901 通常枠 高精細印刷技術導入で美術印刷・サブカルチャー市場の開拓と新商品開発 第一勧業信用組合

関東 東京都 R2131U01331 株式会社井村事務所 4012301009046 通常枠 バーチャルプロダクションスタジオ建設によるビジネスモデル転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01332 株式会社プリス 4010501023957 通常枠
ファインセラミックス向けスプレードライ受託粉体製造の前後サービスへ

の新分野展開
株式会社北陸銀行

関東 東京都 R2131U01338 株式会社Ｍ’ｓインターナショナル 4260001010043 通常枠 オンラインによる英語のインターナショナルスクールの設立 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U01344 株式会社彩高堂 6013301025717 通常枠 「マルチアングル・ライブ配信サービス」の展開と関連した事業環境設備 経営標準化機構株式会社

関東 東京都 R2131U01345 株式会社エヌゼットケイ 3010401004983 通常枠 「溶射技術」を活用した加工事業の実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U01348 Ｉ．Ｐ．Ｓ．株式会社 6011001091204 通常枠 急速冷凍を活用した通販食品の開発・新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131U01349 有限会社しほまねき 1011202011931 通常枠
コロナ禍以降　需要急増の新規マーケット用『冷凍熱々接待弁当』の開

発・販売
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 R2131U01350 暇と梅爺株式会社 7010601055567 通常枠
墨田の下町を舞台とする、アーティスト向けの地域連携型　滞在制作促進

事業
東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U01351 株式会社ビッグビート 2010001082662 通常枠
ＡＳＥＡＮ諸国のＤＸ推進に日本のＩＴ技術を紹介するための新規事業プ

ラン
三橋　心

関東 東京都 R2131U01355 株式会社共栄メディア 3011101005470 通常枠
配送物増加に伴う多サイズ小ロットダンボール需要に応えるデジタル製造

事業への進出
株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 R2131U01357 アダマンド並木精密宝石株式会社 7011801010758 通常枠 医療装置（輸液ポンプ）事業プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U01363 ムソー工業株式会社 9010701009611 通常枠 化学業界向けパイロットプラント装置の開発事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01364 株式会社テイケン 1010401018325 通常枠
新たな砥石製品の開発・製造体制の強化で、グローバル市場でトップシェ

アを目指す
株式会社伊予銀行

関東 東京都 R2131U01366 株式会社イメージネットワーク 3011001002683 通常枠
「テイクアウト・デリバリー、ＥＣサイトを通じた韓国料理、食材等の販

売と、アプリ開発による顧客の囲い込み事業
若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U01367 株式会社リアークスファインド 1011101065748 通常枠
マンション及び近隣の住民と地域事業者をつなぐＥＣポータルサイトの構

築
ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U01368 軒先株式会社 4013201017510 通常枠 自治体向け施設予約およびスペースシェアＳａａＳモデル開発事業 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01371 たんす屋株式会社 4011701023648 通常枠 リユース着物の店舗買取販売からネット買取販売への業態転換を図る 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01373 長岡商事株式会社 1010501009711 通常枠 加熱調理済み冷凍ラム製品と自家製クラフトビール開発 若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U01374 株式会社アイゴルフ 3012801009117 通常枠 中古ゴルフボール生産の自動化・集約化によるゴルフ業界再興事業 青山裕之

関東 東京都 R2131U01377 株式会社７ｇａｒｄｅｎ 5010001167122 通常枠 宿泊事業者発！業界知見に基づくＤＸソリューションの開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01384 アイレックス株式会社 2010401078797 通常枠
「マテリアルリサイクル」を活用したサーキュラーエコノミー　事業の展

開
東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131U01386 株式会社ベアーズリアルエステート 8010401110835 通常枠 不動産メディアプラットホーム事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 R2131U01388 有限会社ヴィルゴビール 1010602027496 通常枠 個性あるクラフトビールを国内外の遠隔地に低コストで届ける再構築事業 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U01391 株式会社ササキ 7011501006651 通常枠 高濃度イオン水を利用した男性用基礎化粧品の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01392 株式会社インフォネクスト 4010401056479 通常枠
「オンラインセミナー・オンライン相談プラットフォームサービス」の提

供
工藤　清美
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関東 東京都 R2131U01393 株式会社ｄｏｕｚｏ 6010601054891 通常枠 対東南アジア諸国の越境ＥＣプラットフォームの構築 佐藤淳

関東 東京都 R2131U01397 株式会社ユニバーサルトレーニングセンター 3011101087963 通常枠 高齢車椅子利用者をアクティブにする見守りセンサー新規開発 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 R2131U01402 株式会社ひろ写真 8012401014339 通常枠 新しい葬儀写真演出　非接触で発注、表示、配信ができる遺影写真 丸山　一樹

関東 東京都 R2131U01411 合同会社天の屋 9011003001736 通常枠 国内唯一ブータン料理通販向商品開発・Ｗｅｂ通販による業態転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 R2131U01416 総武工業株式会社 6040001042032 通常枠 金属加工会社の新設工場設立により完全一貫体制構築・新規事業立案 白熊和幸

関東 東京都 R2131U01420 株式会社粂川印刷 9010001002250 通常枠 飲食店テイクアウト・通販需要に応える紙容器印刷への新分野展開 稲垣　秀行

関東 東京都 R2131U01423 細渕電球株式会社 1011501008703 通常枠 ＵＶ－Ｃ照射殺菌ランプ製造及び航空機着陸誘導ＬＥＤ閃光灯製造計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01424 株式会社ふく家 1012401030103 通常枠
グルテンフリータコスパンを中心としたコロナ新世代対応のＩＴと食のド

ライブイン型マルシェ
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01427 荻野工業株式会社 8010601009869 通常枠 新分野展開に於ける特注メーカー化戦略による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U01431 株式会社ゼロフィールド 4011001115947 通常枠 新構想モジュール型データセンターの建設プロジェクト 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01432 株式会社橋爪製麺 5010701008088 通常枠 世界が認めた高級麺がＥＣで手軽に！日本中の食卓が笑顔になる。 屋代　勝幸

関東 東京都 R2131U01440 株式会社パデコ 5010401095154 通常枠
教育・人材育成のためのグローバル・オンライン・コンサルティング体制

の構築
工藤　桂

関東 東京都 R2131U01446 株式会社塚崎製作所 8010801007342 通常枠 独自特許技術を利用した「クラッチ付きギアポンプ」の製造 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U01458 株式会社ｏｐｕｓ 8011001121537 通常枠 体を作ることを目的とした会員制ファストカジュアルレストラン事業展開 増田　考邦

関東 東京都 R2131U01469 光和創芸株式会社 2011001110017 通常枠 リアルからオンラインへ！英国園芸寄植えの魅力を発信するスタジオ整備 長野県信用組合

関東 東京都 R2131U01470 日本船舶表示株式会社 3010401051563 通常枠 船舶向け図面管理クラウドサービスの開発による情報通信業への転換 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U01471 Ｔｅｒｒａ　Ｍｏｔｏｒｓ株式会社 1011001072092 通常枠 車載向けリチウムイオンバッテリー事業の立ち上げ 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01478 大生工業株式会社 4013301031205 通常枠 競争力のある２つの独自新製品による新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U01488 株式会社サイコー・インターナショナル 7011001073597 通常枠 ファッション通販のプラットフォーム『１８９９ｍａｌｌ』の開設 内藤　義光

関東 東京都 R2131U01492 株式会社青山商店 6013301031467 通常枠 飲食店の強みを活かす！グランピング施設運営事業に進出 井下　佳郎

関東 東京都 R2131U01496 株式会社バイラルワークス 5020001093887 通常枠 ＡＩによる自動音楽制作アプリ開発への新分野展開 菊池　武広

関東 東京都 R2131U01500 株式会社ＡＣＲＯＳＳ 9010001131355 通常枠 既存事業体制の強みを活かした、１棟貸しコテージ事業への進出 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131U01505 株式会社ギャレリア 9010001130704 通常枠 集合施設「ｓｐａｃｅ－Ｇ」建設及び自社アプリ導入計画 税理士法人永田会計

関東 東京都 R2131U01509 株式会社オープンプラットフォーム 7011201015606 通常枠 オンラインセミナーおよび、オンラインライブ配信、アプリ開発 齋藤　泰行

関東 東京都 R2131U01511 株式会社スカイダイニング 8010001137130 通常枠 コンサルタント業界への大胆な事業の転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01516 株式会社リリーバレイ 9011001060619 通常枠 未就学児・小学生向け学習アプリの開発による新事業分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01535 株式会社エィ・ビィ・エイチ 5010501001722 通常枠 浅草橋ビジネスホテルのＣｏ－ｌｉｖｉｎｇ化による事業再構築 税理士法人ユナイテッド
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関東 東京都 R2131U01548 ＯＹＣ株式会社 5010001128025 通常枠 ＡＩレコメンデーション機能をもつスケッチマーケットの事業化 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131U01555 ナイガイ株式会社 9010601014579 通常枠 断熱材被覆工事１００年のノウハウを活かし、ダクト製造分野へ挑戦！ 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01556 グローブマーケティング株式会社 4010001142811 通常枠 マッチングアプリケーションの開発／運用によるワーケーション推進事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01566 株式会社ランズ 1011101022278 通常枠 紙媒体と連動するＳＮＳ時代対応の動画制作事業 平野　惠三

関東 東京都 R2131U01568 株式会社玄洋堂興産 4011001110221 通常枠 インフラ独立型ワーケーション用ユニットハウスの開発と販売事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 R2131U01571 Ｄａｙｚ株式会社 3010001141319 通常枠 規約・規定の形態での契約締結支援ウェブサービス開発及び事業化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U01583 株式会社シノダ 4010001139394 通常枠 企業の存続をかけ、新たな業種・業態への挑戦 ９９．９株式会社

関東 東京都 R2131U01599 平本商事株式会社 5012301002124 通常枠
小工事リフォームによる棲み分け＋ＩｏＴ＆デジタル活用⇒オンリーワン

へ
沼田　邦男

関東 東京都 R2131U01602 いちょう薬局株式会社 4013301040040 通常枠 自宅療養患者さまに訪問・オンライン服薬指導を行う調剤薬局の新設 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 R2131U01603 オールステイ株式会社 9011001108698 通常枠 グランピング＆オートキャンプ事業 松田　亮

関東 東京都 R2131U01611 株式会社サンウエイ 9011501006492 通常枠
独自開発のＡＩモデル・物件ＤＢを組み込んだ「引っ越し業界向けＡＳＰ

サービス」
東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131U01613 ワールド女子プロレス・ディアナ株式会社 8010701023976 通常枠 プロレスリング会場／道場のレンタル事業 川崎商工会議所

関東 東京都 R2131U01615 株式会社Ｋａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 6011001109567 通常枠 日本独自のソフトウェア音源の開発 税理士法人内田会計

関東 東京都 R2131U01619 アイ・エム・オー株式会社 1011001050230 通常枠
人気餃子店ライセンス取得と機械導入による量産化・販売チャネル拡大事

業
さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131U01626 北陸王ホールディングス株式会社 4010401099627 通常枠 オンラインオーダー焙煎（ライブ焙煎）による革新的コーヒー豆販売 税理士法人新和会計

関東 東京都 R2131U01631 株式会社ｉＨＯＬＯＮ 6010501042567 通常枠 ６機能搭載のＩｏＴ製品「ｉＨＥＡＬ」量産向けによる新事業展開戦略 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131U01632 三輝工業株式会社 7010501004797 通常枠
ウォータージェット加工機導入による最先端素材加工の実現と新分野への

参入
株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 R2131U01636 株式会社Ｙ．Ｙ．Ｇ．ＢＲＥＷＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 1011001106965 通常枠 世界初のパクチーエールで乾杯！オリジナル飲料で地域をつなぐ！ 白川　淳一

関東 東京都 R2131U01639 Ｆｉｎｄ　Ｊａｐａｎ株式会社 1013301029994 通常枠 最先端の流行製品をＳＮＳで日本製品ファンの中国人に販売する新事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U01647 ミスズユニム株式会社 6010501013510 通常枠
ユニフォーム・制服の小ロット対応を可能とする縫製内製化による業態転

換
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01649 株式会社オンザウェイ 6012301000473 通常枠 サーマルカメラの導入とＡＩカメラソリューションの開発推進 西田　秀男

関東 東京都 R2131U01655 株式会社ノヴィータ 1011101047390 通常枠 ＤＸを学ぶことができる「ＤＸ加速化プラットフォーム」構築事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 R2131U01656 イー・トップ株式会社 6010601037921 通常枠 抗菌仕様再生木材を中心とした競争力強化計画 逸見　悠

関東 東京都 R2131U01657 三和電気株式会社 7010701004052 通常枠 半導体検査用超小型コンタクトプローブ開発による新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U01668 さくらツーリスト株式会社 2012401007752 通常枠 介護と旅行とデジタルを融合した介護プラットフォーム構築事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131U01676 株式会社ビューティフルワンズ 7010001160835 通常枠
文化観光施設におけるガイド機器貸出事業から広告業（広告媒体提供）へ

の転換による事業再構築
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01678 株式会社エフ・エフ・アルファ 3011101059384 通常枠 デリバリーブランドのフランチャイズ展開と通販事業（ＥＣ）へ新規参入 税理士法人ミライト・パートナーズ
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関東 東京都 R2131U01680 有限会社海鴻社 2011802001752 通常枠 ドリンクウェア業界に新しい価値を提供 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 R2131U01687 株式会社アガタ 1011801016645 通常枠 ダクト内点検遠隔監視ＩｏＴセンサー機器の開発販売による事業再構築 足立成和信用金庫

関東 東京都 R2131U01688 株式会社ＨＩＣインターナショナル 4010001115271 通常枠 「安心・安全な旅行」の為のリモート管理・検温サポートシステム開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01694 株式会社スマートホテルソリューションズ 5011001120335 通常枠 ＩｏＴプラットフォームによるホテル管理システムの構築 川崎信用金庫

関東 東京都 R2131U01695 ＵＮＩＩＤＥＯ株式会社 4120001130210 通常枠 リフォーム業者向けの新たなデジタルマーケティングシステム構築 テントゥーワン税理士法人

関東 東京都 R2131U01696 ソフトム株式会社 7010001004348 通常枠
クラウドによる給食管理システムの新サービス提供を通じた介護福祉業界

への新規事業展開
巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U01699 株式会社ワロップ放送局 5010601041899 通常枠 全国のアイドル応援プラットフォーム新規構築 向井　敏明

関東 東京都 R2131U01711 株式会社川小商店 8010501002395 通常枠 １年中美味しいサツマイモを提供！ＩｏＴを活用した卸売業に業種転換 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U01716 朝日染色株式会社 7010601008302 通常枠 最新デジタル捺染機導入と百年継承手捺染技術の注入による加工拡販戦略 中央税理士法人

関東 東京都 R2131U01720 株式会社上野アトリエ 3013401007262 通常枠 プレゼンで力を発揮できる商業施設向け空間木製ディスプレイ制作 和喜田　勤

関東 東京都 R2131U01721 株式会社エイトアローズ 3010801026017 通常枠 ストリーミング配信を活用した非対面サービスへの転換 高岡勇来

関東 東京都 R2131U01724 藤掛株式会社 7010501011653 通常枠 フジカケが本気で取り組む！衣裳制作の全てが完結する衣裳工房 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 R2131U01729 株式会社ファレンハイトセルシウス 3010401025856 通常枠 サステナブル・エコロジカルな新しいゴルフ関連製品の開発・製造・販売 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 東京都 R2131U01733 株式会社アズライト 7010001159828 通常枠 採用業務代行から採用業務自動化システム販売への大胆な業態転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01740 三栄精機株式会社 7010801004209 通常枠 精密加工の検査・量産体制強化による環境計測装置市場への新分野展開 株式会社静岡中央銀行

関東 東京都 R2131U01742 株式会社フレッシュテック・スタイル 1010001187371 通常枠 抗酸化小分けによる酒類定額通販サービスとそれを活用した通販事業 株式会社佐賀銀行

関東 東京都 R2131U01744 株式会社ビーイズム 3010001064214 通常枠 国際規格に対応した海外向け新型ダイビング製品生産のための業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131U01759 株式会社バンズダイニング 9040001007742 通常枠
牛タン等居酒屋の看板メニューを活用した、食品製造販売事業分野への進

出
株式会社ゼロプラス

関東 東京都 R2131U01767 株式会社三興製作所 7013101003632 通常枠
自動車部品製造の青梅工場で産業機械向「精密ボールねじ」の製造開始に

よる事業再構築
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 R2131U01770 株式会社丸上 7010001057189 通常枠 デジタル技術を用いた呉服卸流通改革事業 阿部　慎史

関東 東京都 R2131U01778 株式会社ロウティック 3013201018195 通常枠 新木場に設備の充実した撮影スタジオを開店 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U01779 株式会社スーパーホテルクリーン 4010001177469 通常枠 外国人労働者管理ＤＸプロジェクト 礒川敦

関東 東京都 R2131U01782 株式会社グッドライフ 1010401098846 通常枠
オンライン完結マッチングビジネスモデルの買取セミオーダー型リノベ再

販事業
合同会社ＷＡＣ

関東 東京都 R2131U01785 株式会社常磐谷沢製作所 6010001045921 通常枠 ＥＮ規格カテゴリー３の保護帽（新型ヘルメット）開発新規事業 株式会社筑波銀行

関東 東京都 R2131U01799 サンエツ工業株式会社 5011801001701 通常枠 自社で開発した樹脂熱成形技術の製品化による新たな事業展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 R2131U01803 株式会社ウィナス 8013301020550 通常枠
ｉｔｓｍｏｎ会員向けＥＣサイトプラットフォームの開発・運営による

フードロス削減事業
合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 R2131U01804 アイナリー・ブルー株式会社 4010401137683 通常枠 希少成分含有・低環境負荷の男性化粧品でコロナ禍の市場席捲 清水　健介
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関東 東京都 R2131U01811 ＢＯＳＴＹ株式会社 7010401116676 通常枠 パーソナルジムの強みを活かした情報通信業への業種転換事業 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 R2131U01814 株式会社Ｘｅｘｅｌ 3010001140808 通常枠
日本語ＳＮＳ投稿の自動翻訳・Ｗｅｃｈａｔへの自動投稿システム提供事

業
税理士法人共栄事務所

関東 東京都 R2131U01816 株式会社ジリオン 9010701029923 通常枠 新開発システムで非接触と高いサービス力を両立する焼肉店事業計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 R2131U01820 株式会社キャブステーション 2010601033833 通常枠 全国の中小旅行業者へ次世代のオンライン旅行相談システムを提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U01830 株式会社チドリアシ 4011101090090 通常枠 キッチン用具のＥＣ事業及び、小売店舗開業 坪井　亮

関東 東京都 R2131U01840 相羽建設株式会社 2012701001109 通常枠 「木を扱う」という既存のコア技術を活かした新分野展開 税理士法人土田会計事務所

関東 東京都 R2131U01841 株式会社テトテ 5011201017918 通常枠 カタログギフト業界の慣習を打破する、ＥＣマッチングサービス構築 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01849 株式会社カーツメディアコミュニケーション 6011001101301 通常枠
広報・ＰＲの業務効率および生産性向上を実現するクラウド広報ソフト事

業
野口五丈

関東 東京都 R2131U01850 特定非営利活動法人じぶん未来クラブ 9010405009627 通常枠 コロナの影響を受けないハートグローバル・オンライン事業 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U01851 株式会社八芳園 1010401024257 通常枠 食・イベント分野のＤＸ推進により総合プロデュース企業へ転換 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 R2131U01853 株式会社ふいっしゅいんてりあ 8012701001788 通常枠 従来の社内資源を使った新たな複数販路構築計画 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U01870 株式会社ＯＷＴＥＣロジスティクス 5011802020097 通常枠 流通加工業から製造業に進化！クリーンルーム導入で始まる業種転換 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U01876 株式会社アシエット 3010901037021 通常枠 レストラン　アシエット　ベーカリー＆ペストリー新設計画 税理士法人かなり＆パートナーズ

関東 東京都 R2131U01880 株式会社ＪＥＬＬＹＦＩＳＨ 4010701021190 通常枠
外国介護人材の日本語教育・介護教育による特定技能登録支援機関サービ

ス
若杉　拓弥

関東 東京都 R2131U01883 株式会社ＳＫＹ　ＣＡＲＥＥＲ 8010701027515 通常枠
顔認証技術製品　のシステム保有・開発による、　ＡＩ　関連　事業への

新規参入
さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131U01888 株式会社メディカルアドバンス 5010701022898 通常枠 日本初！「お家で歯科矯正」セルフスキャンセンターで価格革命 税理士法人アップパートナーズ

関東 東京都 R2131U01889 株式会社メディカルエデュケーション 2011101030800 通常枠 最新の医学研究を支援するメディカルイラストレーション事業 松本　直樹

関東 東京都 R2131U01890 株式会社セキコーポレーション 8010101001962 通常枠 ＥＶ車・精密機器等の小型薄型部品供給に向け箔材加工分野へ進出 越沼　康明

関東 東京都 R2131U01904 株式会社ＣＨａｉＬＤ 9010601048940 通常枠 保育園におけるＡＩ搭載コミュニケーション保育ロボットの活用 株式会社わかば経営会計

関東 東京都 R2131U01908 有限会社哲門会 8011202004061 通常枠 能楽の映像配信プラットフォーム開発と同内での教育コンテンツ販売 株式会社肥後銀行

関東 東京都 R2131U01914 株式会社エッグマン 5011001003911 通常枠 老舗ライブハウスからのデジタルライブハウスへの転換事業 いっしょに税理士法人

関東 東京都 R2131U01929 ＬｏｃａｔｉｏｎＭｉｎｄ株式会社 3010001198334 通常枠 ＩｏＴを活用した交通量調査事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U01933 株式会社ウルトラダイレクト 3013301039422 通常枠
中国Ｗｅｃｈａｔミニプログラム有料配信　日本エンタメ業界への展開事

業
袴田　学

関東 東京都 R2131U01934 株式会社ＩＫＹ 5010901037589 通常枠 目指せ社会的失業者０！　革新的教育で創造する、人と企業の可能性 松田　裕

関東 東京都 R2131U01942 有限会社東京シティーツアー 2011502015185 通常枠 多言語アバターガイドと旅する日本 福井　聡

関東 東京都 R2131U01947 合家株式会社 2010001140981 通常枠 業界初アレンジ自在な沖縄料理食材の製造販売で同業他社支援とＦＣ推進 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131U01949 ゴーミート株式会社 8010401151177 通常枠 飲食店専門の石鹸化工法による下水処理及び店舗抗菌サービス 株式会社ササエル
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関東 東京都 R2131U01967 株式会社アウン 4013301017146 通常枠 インドアゴルフスクールアプリ開発計画 天野　公二

関東 東京都 R2131U01968 株式会社Ｂａｃｋｐａｃｋｅｒｓ’Ｊａｐａｎ 3010501031853 通常枠 日常の暮らしを自然の中で感じる、キャンプフィールド事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 R2131U01975 株式会社スペースファクトリー 7010001182020 通常枠 ナレーション・音声に特化した、オンライン受発注システムの開発 鈴木　正子

関東 東京都 R2131U01976 株式会社Ｋａｎｔ 5011401021182 通常枠 不動産情報サービス事業への参入 松本　圭介

関東 東京都 R2131U01977 日本琺瑯釉薬株式会社 8011401016114 通常枠 ＥＶ電源用コイルの成型に適した焼結用微粒子ガラス粉末の事業化 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01989 株式会社インフォマージュ 4010001121253 通常枠 大型書籍施設に対する検索・閲覧システムサービスの導入 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 R2131U01992 株式会社ビーンズ 6011201015490 通常枠 人材確保に優れた運営支援付き福祉施設専用建物賃貸事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U01993 ＫＵアンドアソシエイツ株式会社 1010001118731 通常枠 ＡＩを使い独自開発の価格評価システムを利用した絵画の小売販売 岸川　勇生

関東 東京都 R2131U02000 Ｉｎｄｏ－Ｓａｋｕｒａ　Ｓｏｆｔｗａｒｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 4040001016112 通常枠 高度自動化機能を実装した統合型サイバー・セキュリティー・サービス コンパッソ税理士法人

関東 東京都 R2131U02007 塚本道場 通常枠 低酸素トレーニングを提供するトレーニングジムの運営 辰野　博一

関東 東京都 R2131U02009 アーリーバード株式会社 4010401117792 通常枠
コロナ禍によるインバウンド需要消滅と美容業界の不振に打ち勝つための

生存戦略
巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U02018 株式会社ミエタ 1010401126004 通常枠
中高向け社会テーマ体験・探究学習サービスに関するオンライン授業運営

システム構築事業
古屋　卓己

関東 東京都 R2131U02032 クルーガーグループ株式会社 1011001029324 通常枠 過疎地域の生活を支えるランドリー事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 R2131U02034 株式会社エニィ 8011401013623 通常枠 日本初の産官学を横断した経済活性化＆情報弱者救済型システム 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U02043 株式会社ペー・ジェー・セー・デー・ジャパン 7010401099310 通常枠 ＳＤＧｓに貢献する世界初のオーラルケア商品による新分野展開 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U02049 株式会社ＴＦＰホールディングス 4010401141000 通常枠 生命保険管理アプリ「スマートほけん」 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131U02050 三和株式会社 2120001178301 通常枠 卸売業から教育支援業へと業種転換し、人間力を養う学童を提供 三橋　心

関東 東京都 R2131U02051 株式会社エレクトラム 2010901037633 通常枠
コロナ影響に伴う企業間（ＢｔｏＢ）請求代行サービス及び売掛債権保証

事業について
税理士法人　ＳＨＩＰ

関東 東京都 R2131U02053 ザドット 通常枠 コロナを乗り越える！ワーケーションに対応したキャンプ場開発 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 R2131U02058 有限会社エムフード 7013102007871 通常枠 プロの味とＨＡＣＣＰ対応のレトルト食品製造を実現する新分野展開事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 R2131U02065 バルス株式会社 2010001187346 通常枠 リアルタイムＡＲライブ事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U02079 株式会社ぎりハゲじゃない 1290001071119 通常枠 フトン洗い特化のコインランドリー兼洗濯代行ＦＣに加入し業種転換 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 R2131U02082 株式会社ケイフーズ 5012301009747 通常枠 事業再編で飲食業から食品製造業へと事業再構築しシナジー効果を発揮 三橋　心

関東 東京都 R2131U02089 株式会社ココロマチ 7010401057012 通常枠
空き家活用分野での地域分散型ＣｔｏＣプラットフォームメディアを活用

したマーケットプレイス事業
税理士法人日本会計グループ

関東 東京都 R2131U02091 株式会社日鋲茨城 8010501023177 通常枠 マシニングセンター導入による半導体製造業向け切削加工への事業再構築 株式会社知好楽ネットワーク

関東 東京都 R2131U02103 株式会社森木ペーパー 3010601041091 通常枠 和紙に特化した内装工事のコーディネート業の開始とギャラリー等の新設 青木　宏二郎

関東 東京都 R2131U02124 有限会社和 3011302009774 通常枠 エステメニューの導入でコロナを乗り越え活気ある美容室を創る 山口　良明
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関東 東京都 R2131U02142 株式会社１０ 5011601022567 通常枠 社会的課題を解決するソーシャルリサーチプラットフォームの構築 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 R2131U02152 有限会社魚多 4010002007749 通常枠 豊洲市場の魚介で作る「締めたてテイクアウト」サービスの提供 高橋　利忠

関東 東京都 R2131U02157 株式会社アクセスブライト 1010601041705 通常枠 中国ＳＮＳを活用したコンテンツサプライチェーンＰ／Ｆ構築事業 豊島絵

関東 東京都 R2131U02158 ４２合同会社 5010403014657 通常枠 モバイルアプリＳａａＳ事業（ＷＥＢメディア運営者向け） 服部　峻介

関東 東京都 R2131U02159 株式会社ＯＭＧコーポレーション 4010401130985 通常枠 ＥＣサイトとライブ配信を組み合わせたライブコマース事業計画 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 R2131U02166 株式会社ＢｅａｕｔｙＳｐａｃｅＧｌｏｂａｌ 3011001108902 通常枠 フリーランス美容家・トレーナー向けオンラインレッスンシステム 鯉沼　和久

関東 東京都 R2131U02168 有限会社レイ・ホープ 3011702016429 通常枠 ＩｏＴで建設現場の安全を担保する最新検査機導入による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 R2131U02169 株式会社ＣＩＴＡＢＲＩＡ 9010401089202 通常枠 新豊洲グランピング＆サウナ複合施設事業計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U02174 Ｃ＆Ａ合同会社 1011703000813 通常枠 生産過程の再構築を通じた非店内飲食顧客向け事業の拡大計画 新都税理士法人

関東 東京都 R2131U02176 株式会社地域ブランディング研究所 1010501035022 通常枠
ＥＣプラットフォーム構築による、地域ならではの産品魅力発信／販売事

業
朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U02178 株式会社ａｕｄｉｅｎｃｅ 6010001149788 通常枠
プロフェッショナルのためのエコシステムサービス～ＰｒｏＡｔｔｅｎｄ　

Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓａｌｏｎ～
水越　泰弘

関東 東京都 R2131U02191 株式会社グレーアンドネイビー 5011001101806 通常枠 ３ｒｄ　ＭＥＮＵプラットフォーム化事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U02193 株式会社鯰組 4013301027070 通常枠
コロナ禍の市場ニーズに応える宿泊業・シェアスペース業への新規参入と

事業拡大
駒田　裕次郎

関東 東京都 R2131U02194 株式会社チカク 9010401110784 通常枠 シニア世代に特化した自宅で簡単にできるオンラインフィットネス 西武信用金庫

関東 東京都 R2131U02206 アイディーテンジャパン株式会社 8013201017060 通常枠
国内外に配送する特定テーマに基づく日本産酒類サブスクリプションサー

ビスおよび詰め合わせセットへの参入
西武信用金庫

関東 東京都 R2131U02207 株式会社ＺＥＲＯＢＡＳＥ 7010401134612 通常枠
フランチャイズ検索ポータルサイト及び起業家と投資家と投資家マッチン

グサイト
鈴木一郎

関東 東京都 R2131U02208 株式会社資源開発 6012401018688 通常枠 規格外野菜乾燥事業 髙岡　和人

関東 東京都 R2131U02226 蒼樹株式会社 2120001211020 通常枠 託児所機能付きワーキングスペースの構築による新たな事業展開 加藤一志

関東 東京都 R2131U02233 株式会社ビータス 9010401049924 通常枠 感染症対策に強い店舗運営モデルの構築によるＢＢＱ分野への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 R2131U02237 株式会社エイツ 4011001104322 通常枠 気象病予防に特化したサプリメントの開発によるメーカーへの転換 かまた税理士法人

関東 東京都 R2131U02247 バリーズ株式会社 2010401115526 通常枠 動画で旅の安心安全を丁寧に訴求する国内旅行予約プラットフォーム 税理士法人イーグル

関東 東京都 R2131U02248 吉村興業株式会社 8011201012321 通常枠 老舗左官業者伝統技術のガレージハウス製作とリフォームへの展開 藤岡　亮

関東 東京都 R2131U02259 株式会社ティー・ピー・エス 3020001077520 通常枠 表面実装非貫通低背タイプナットの開発と事業計画 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 R2131U02265 株式会社クロト 2011001058363 通常枠 最先端ＩＴ技術を用いた「非接触型」の宿泊施設の展開。 中村　健一郎

関東 東京都 R2131U02273 有限会社向工務店 9011802007702 通常枠 太陽光発電設備の洗浄事業への業種転換 中村　健一郎

関東 東京都 R2131U02278 株式会社コマック 1011801019219 通常枠 「委託加工課」立あげによる精密部品・半導体部品加工への新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131U02290 株式会社採用と育成研究社 9010001136255 通常枠 オンラインによるビジネスシミュレーション型学習プログラムの開発 須田　　裕行
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関東 東京都 R2131U02295 ＳＭＡ　ＧＲＯＵＰ合同会社 3040003006954 通常枠 車両解体自動管理システム導入及び電気自動車解体業に新規参入 堀部　晶子

関東 東京都 R2131U02321 株式会社ラシーヌ 6010501015804 通常枠 特殊新技術によるハイヒール（革）靴のオーダーメイド事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U02327 株式会社つながりバンク 9011001073513 通常枠 Ｍ＆Ａマッチングサイト構築による非対面型Ｍ＆Ａ仲介への業態転換 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U02333 株式会社トラベルアンドトラベル 2011101050633 通常枠 手続き自動化の格安留学　ＥＣ　サイト 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U02335 株式会社ＢＧＩ　ＪＡＰＡＮ 2010001175854 通常枠 加工場の新設による、付加価値のある鰻加工商品を通じた事業創出計画 櫻井　利一

関東 東京都 R2131U02339 東京Ｙｏｕサービス合同会社 9011003004474 通常枠 出張清掃シルバーウォッシュ事業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 R2131U02341 株式会社ビーアイジェイマーケティング 9011101039653 通常枠 インバウンド向け店舗情報メディアを中心とした広告事業の展開 中村　健一郎

関東 東京都 R2131U02348 株式会社東京・森と市庭 2012401024046 通常枠 森林空間アドベンチャー事業 谷地舘　秀元

関東 東京都 R2131U02357 合同会社クラシテル 4010703003170 通常枠 店舗型セルフエステ店の経営 税理士法人ユープラス

関東 東京都 R2131U02359 株式会社エルゴン・ジャパン 8010901034360 通常枠 美容商材等の流通網をイノベーションし、美容院に新収益をもたらす 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131U02365 株式会社ウエスティ・コンサルティング 2012401033625 通常枠 在宅療養者向け生活情報提供サービスプラットフォーム創設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131U02376 株式会社丸山製麵 3010701009360 通常枠 製麺業の革命児！丸山製麺がヌードルツアーズ自販機網でＶ字回復 芝信用金庫

関東 東京都 R2131U02395 株式会社クリエイティブプレイス 9010701026342 通常枠 飲食店向けＣＲＭ（顧客関係管理）アプリの開発販売（＋代理店）事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U02400 ＭＩ－６株式会社 2010401135160 通常枠
ＭＩ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ事業化に向けたマルチ型自動自律材料探索システ

ムの開発
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U02401 株式会社フロンティア・フーズ 6010901028463 通常枠 ブランド肉を提供する焼肉店と自社オリジナル商材のＥＣ展開 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 R2131U02419 株式会社スキルアカデミー 2010001161524 通常枠 非対面コンサルティングによる人事評価制度導入サービス開発 株式会社横浜銀行

関東 東京都 R2131U02422 インフォグリーン株式会社 2010001098452 通常枠 社会保険労務士法人向けＨＲＴｅｃｈクラウド 文化産業信用組合

関東 東京都 R2131U02432 株式会社ＳＵＵ・ＳＵＵ・ＣＨＡＩＹＯＯ 4013201014111 通常枠 セントラルキッチン開設による冷凍タイ料理の通販及び卸販売事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 R2131U02438 株式会社ｋａｍｐｏ　ｌａｂ 6010001213874 通常枠 サスティナブル食料品店～地球の健康と向き合う～ 税理士法人ほはば

関東 東京都 R2131U02439 ＤｉｇｉＴｒａｄｅ株式会社 3011601023658 通常枠 最先端ヘルステック製品の販売サイト（Ｅコマース）構築事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 R2131U02443 株式会社ベスト・プリンティング 2010401027077 通常枠 自動ＱＲ付与バリアブル印刷封緘サービス 佐藤　守男

関東 東京都 R2131U02449 株式会社Ｋ－サポート 4010001139873 通常枠 日本初となる「健康麻雀」のフランチャイズ事業（ＦＣ事業）の展開 株式会社令和コンサルティング

関東 東京都 R2131U02469 株式会社Ａｉｒｐｏｒｔｅｒ 3010001187452 通常枠 スーツケースを媒体とした、広告・試供品の配布及び調査事業への進出 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131U02470 有限会社プロトタイプ 1010902025539 通常枠
自社開発のバーチャル　スタジオ運用＋テレプレゼンスロボを使用した

ネットワーク型展示空間の開発・運営
行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 R2131U02473 合同会社ワイルドライフ 4010103001394 通常枠 ジビエ及び加工食品の通販事業への転換 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131U02476 株式会社ＥＸＪ 1011001072142 通常枠 与那覇前ビーチにおける商業施設の運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131U02493 株式会社フォルスタイル 2011101070895 通常枠 テイクアウト弁当販売と朝食シリアルのオンライン販売への新分野展開 巣鴨信用金庫
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関東 東京都 R2131U02503 株式会社本間製作所 6011401005812 通常枠 新設備の導入による、加工技術高度化と燃料電池市場への新規参入 牛腸　真司

関東 東京都 R2131U02504 株式会社つきじ喜代村すしざんまい上野 2010501029626 通常枠 非接触型店舗及び郊外・地方への店舗展開強化による事業再構築計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131U02508 パーフェクトビジョン株式会社 3140001096145 通常枠 ファッション感度が高いメンズに向けての男性基礎化粧品の卸売事業 半田　康二

関東 東京都 R2131U02509 合同会社グローバルリンク 3021003000684 通常枠 社会福祉施設に特化した非常時対応キット開発、トレーニングの提供 進藤　智裕

関東 東京都 R2131U02514 Ｉ・Ｔ・Ｂサポート株式会社 5012401032252 通常枠 高付加価値サービスを提供するクリーニング事業への新分野展開 森　健一

関東 東京都 R2131U02522 株式会社ワールドコンパス 5010401035886 通常枠 地域活性化に貢献する着地型旅行および地元名産商品のオンライン販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U02523 関東分岐器株式会社 2010001085871 通常枠 摩耗交換用中継レールの製造方法変更による現地調整作業ゼロへの取組 株式会社ダイワマネジメント

関東 東京都 R2131U02531 千代田測器株式会社 6010501008072 通常枠 浦和美園テクニカル＆トレーニングセンター設立計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 R2131U02548 株式会社Ｌｉｇｈｔｂｌｕｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 6011301023798 通常枠 「ＤＸ特化型ビジネスコンサルティング事業」の立ち上げ 伊東　修平

関東 東京都 R2131U02550 海蔵 通常枠
魅力ある食材の提供を現代のＩＴ技術を援用して実現する鮮魚・総菜の小

売販売
特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 R2131U02551 株式会社明光社 1010001007777 通常枠 デジタル力で差別化した市場特化型製本で新市場に参入する 川口商工会議所

関東 東京都 R2131U02554 ソフトコミュニケーションズ株式会社 1011101063339 通常枠
採用から人材管理までのＨＲＭシステム開発・サービス化による企業の人

材力向上事業
有限会社クレメンティア

関東 東京都 R2131U02562 株式会社ＫＡＬＩＢＥＲ 7013301031623 通常枠 トルコ料理の冷凍食品製造とＥＣ直販による全国販売の展開 鈴木　正子

関東 東京都 R2131U02570 株式会社三葉電熔社 2010001007644 通常枠 製造業のサプライチェーンの生産性向上に資するＩｏＴサービスの事業化 バリューフォース合同会社

関東 東京都 R2131U02590 株式会社飲食人 5011001132487 通常枠 コールドチェーンを用いた、新業態鮨店「未来鮨」の立ち上げ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131U02595 株式会社ＬＩＦＥ　ＩＳ 7010001190915 通常枠 奇跡の土による無農薬自然農法～アミノ酸酵素液を使用した微生物活性～ 日野　一義

関東 東京都 R2131U02599 弘英産業株式会社 5010601038292 通常枠 自社の強みを生かした『プラスチック樹脂専門倉庫業』 株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ

関東 東京都 R2131U02606 株式会社ファーストプラント 8011501021798 通常枠 居酒屋経営の実績と強みを活かした新天地での家族向け焼肉店の出店 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 R2131U02624 Ｅｎｔｙ株式会社 1011001126352 通常枠 ＮＦＴアート売買プラットフォームの構築によるデジタルアートの資産化 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 R2131U02628 合同会社ファン 3012803001402 通常枠 富士山が見える麓で行うグランピング及びキャンプ事業 株式会社群馬銀行

関東 東京都 R2131U02631 株式会社エイト 9010001117057 通常枠 エンジニアＡＩマッチング×リアルカフェのＤＸ推進パッケージ展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U02635 アクウェスト株式会社 6011001066841 通常枠
歯科技工所と歯科医院間の労働集約的な管理業務を自動化・効率化する非

対面型デジタル受発注プラットフォームの構築
髙梨　喜裕

関東 東京都 R2131U02641 コトブキシーティング株式会社 8010001133781 通常枠 組立式多機能ブロー成型カプセルベッドの開発・防災分野への展開 青山裕之

関東 東京都 R2131U02648 株式会社山口誠デザイン 9010401073560 通常枠 ラグジュアリーな日本家屋を、先端技術で地方から世界のメディアへ 坂田　喜代子

関東 東京都 R2131U02659 株式会社Ｂｕｌｌ　Ｐｕｌｕ 3020001087809 通常枠 タピオカドリンク専門店から高級タピオカみるく食パン事業への挑戦 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131U02666 株式会社ベストセラーズ 5013301017748 通常枠 出版社の健全な経営をサポートする業界特化型クラウドサービス 米津　良治

関東 東京都 R2131U02669 キャストグローバルコンサルティング株式会社 5010401056379 通常枠
グローバル（主として中国をはじめとする東アジア）で活躍できる人材を

育成するための研修プログラム開発及び研修サービス事業
藤原　覚
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関東 東京都 R2131U02677 東栄新薬株式会社 6012401016733 通常枠 研究結果に基づく新規アガリクス含有製品の開発と新市場開拓 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131U02686 ブルーミングキッズ株式会社 7010401130586 通常枠 待機児童問題を解決するための保育士育成と人材紹介事業 小菅　章太郎

関東 東京都 R2131U02693 株式会社戸谷染料商店 6010501008659 通常枠 巣ごもり消費向け「おうち時間を癒す花コート剤」開発と販売 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131U02700 有限会社キリンジ 1011002034422 通常枠 仮想空間営業所サービス事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 R2131U02701 株式会社フードマイニング 7010401125132 通常枠 飲食事業商品の通販事業化、料理教室・コンサルのオンライン事業化計画 石井　整

関東 東京都 R2131U02703 ＬａｓＴｒｕｓｔ株式会社 1010001203302 通常枠 業界初のブロックチェーン開発支援ツールによる事業再構築の取組 森　健輔

関東 東京都 R2131U02715 一般社団法人ボランティアプラットフォーム 6011105005167 通常枠 次世代型ＳＤＧｓ海外ボランティア研修サービス構築事業計画 鈴木　聡

関東 東京都 R2131U02716 ＳｙｎｔｈｅｔｉｃＧｅｓｔａｌｔ株式会社 3011101086453 通常枠 創薬研究の低コスト化と迅速化を実現するＡＩ創薬モデルの構築事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 R2131U02741 株式会社アルティメディア 1010101009252 通常枠 ソーシャル型動画キュレーションサイトＣＭＳの開発と販売 多摩信用金庫

関東 神奈川県 R2141G00001 株式会社電材エンジニアリング 5020001072395 卒業枠 脱炭素社会を支える風力発電設備の運用管理・保守・技術者養成事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00003 株式会社高瀨ホールディングス 4020002089745 通常枠
クリーニング業界の「コンビニ」を目指す（衰退産業から再び成長産業

へ）
杉山　盛重

関東 神奈川県 R2141U00005 株式会社Ｇ－ＦＬＥＸ 1020002072142 通常枠 新たな非対面型ＡＩ音声認識オンライン英会話レッスンへの転換 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 R2141U00008 株式会社ドリームプランニング 3020001042805 通常枠 業界初！相談、査定、売却まで、不動産業界を革新するマッチングサイト 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00011 古川電気工業株式会社 8020001062204 通常枠 最新レーザー加工機の導入で半導体製造装置市場への進出を実現 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00013 株式会社テクノステート 5020001045632 通常枠
不良率低減に向けた検査測定器導入と作業工程管理・分析のための情報施

設建設
株式会社経営ソフトリサーチ

関東 神奈川県 R2141U00014 株式会社ナウ産業 6021001027529 通常枠 アウトドア用品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 R2141U00016 株式会社協友製作所 2021001000571 通常枠 新たな冷却部材開発による再生医療機器分野への新事業展開 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 R2141U00017 株式会社須永製作所 2020001017717 通常枠
立型マシニングセンター導入による鉄道用・自動車用部品など新規分野進

出
株式会社東日本銀行

関東 神奈川県 R2141U00023 株式会社チェラスオーロ 4020001110379 通常枠 天才シェフが調理した最高級フルコースを自宅で再現プロジェクト 柴田　暁芳

関東 神奈川県 R2141U00025 株式会社流体力学工房 3020001076489 通常枠 スリランカ国における再生可能エネルギープラント開発・設置事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00026 株式会社事業革新パートナーズ 7010001139367 通常枠
樹脂・金属ハイブリッド革新材料および専用製造装置開発による新事業創

出
公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00031 株式会社デジタルストリーム 3021001013201 通常枠
デジタル音源にアナログレコードの暖かみを付加するＡｄｄ　Ａｎａｌｏ

ｇ　Ｄｅｖｉｃｅ（アドドアナログデバイス）の製品化事業
公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00033 株式会社遠藤製作所 2020001001869 通常枠 食品機械、医療機器業界への参入による新規需要開発 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00038 アスリートフィーリング株式会社 6021001048723 通常枠 お客様が自身で機器を操作し非接触施術となるセルフサービス形態の店舗 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00040 株式会社メトル 6020001058716 通常枠 店舗撤退に伴う原状回復工事とから揚げキッチンカー事業への進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00041 株式会社日本トリガ 1020001066830 通常枠 新型リフロー炉、マウンター導入による大型・高密度実装基板への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 R2141U00045 有限会社タカオ鈑金製作所 5020002089513 通常枠
ステンレス加工能力を新たに獲得し、製缶業向け設備の製造へと進出する

試み
株式会社クフウシヤ
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関東 神奈川県 R2141U00047 ミヤコ農園株式会社 5021001045762 通常枠 農業法人の強みを活かしたジェラートの製造販売 西武信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00048 株式会社サーフテクノロジー 5021001067419 通常枠 食品用大型装置の開発導入による、販売業から製造業への業態転換 多摩信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00049 クールチエール株式会社 8430001043055 通常枠
ＥＣ通販決済ポータルシステム開発による定額サービス型ビジネスへの転

換
横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00055 株式会社スズミ 4020001020652 通常枠 新工場への新設備導入で、部品のモジュール化による高付加価値化を実現 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00056 株式会社ヘリックツール 6020001077575 通常枠 自動車産業・鉄道産業など向け、超硬センタードリルの製造販売 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00059 株式会社センチュリー興業 4020001084169 通常枠 赤外線カメラ搭載のドローンなどによる非破壊検査事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00061 株式会社ＴＭＫ 7020002072888 通常枠 板金加工と切削加工のシナジーを発揮し、建築関連事業に新規参入する 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 R2141U00062 株式会社Ｂ．Ｆ．Ｙｏｋｏｈａｍａ 6020001101087 通常枠 うさぎ専門のペット霊園における新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00064 藤田精密株式会社 7021001021258 通常枠 クリーンエネルギー社会におけるインフラの普及を促進する部品製造 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00066 株式会社セット 3021001002773 通常枠 顧客創出インキュベーション施設 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00067 株式会社ニックス 2020001028152 通常枠 産業用ドローンアタッチメント開発・製造事業への進出 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 神奈川県 R2141U00068 山田工業株式会社 7021001026067 通常枠
需要が高まるクリーンエネルギー業界に参入し、新型コロナの影響を乗り

越え第２成長を目指す
株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 R2141U00071 有限会社ジョウエツ 8020002061576 通常枠 耐腐食性・耐熱性に優れた特殊合金による型打ち継手の新規製造 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00074 株式会社オーイズミフーズ 9021001020992 通常枠 ＥＣ事業への展開によるリソースの最適化と収益性の改善計画 金﨑　卓也

関東 神奈川県 R2141U00076 株式会社萬珍食品 9020001059158 通常枠 ＥＣ需要に応じた製造ライン再構築及び嚥下食品業界への新規参入 株式会社エベレストコンサルティング

関東 神奈川県 R2141U00078 株式会社ワン・ツー・ストック 7020001006987 通常枠 システム・運用コンサルによる、他社の危険物自動倉庫運用支援事業 小島　規彰

関東 神奈川県 R2141U00085 株式会社室伏製作所 4020001006882 通常枠 カーボンゼロ社会に向けた環境適応型次世代ベアリング保持器の開発 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00087 三和電機株式会社 3020001064106 通常枠 ファイバーレーザ溶接機の導入による測定器部品製造への新分野展開 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00090 株式会社大洋電機エンジニアリング 1020001080559 通常枠 大型ドローン用ハルバッハ発電機量産化のための開発 須貝　英雄

関東 神奈川県 R2141U00092 株式会社向隆 2021001027334 通常枠 アスリート向けの寝具貸出、洗濯事業、法人向け洗濯事業 税理士法人小形会計事務所

関東 神奈川県 R2141U00093 株式会社日本アッセー 3021001006907 通常枠 医療部品分野への進出と事業ポートフォリオの再編 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 R2141U00095 ウォーターワン株式会社 8020001001203 通常枠 布団洗いと利用しやすさにこだわったコインランドリーの新事業展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00099 株式会社ラッド・イー 6020001105740 通常枠 高度音響設備導入による室内から屋外型大型イベントへの新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00102 北澤工業株式会社 9021001036378 通常枠
化粧品容器射出成形用金型のスキルを活かしての食品容器用金型及びブ

ロー金型への進出
平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00103 株式会社ダッドウェイ 2020001044579 通常枠 独自の小口ＥＣ事業者向けライブコマース対応３ＰＬサービスの立上げ 税理士法人　古田土会計

関東 神奈川県 R2141U00106 サンライト紙工株式会社 5021001025285 通常枠 特許製品の専用製造機械開発による新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00110 うえさわ 通常枠 高級鮨店の自社スタッフによるデリバリー事業 小松　裕伸
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関東 神奈川県 R2141U00111 薬糧開発株式会社 4010401049607 通常枠 新市場開拓に向けたオーガニック食品開発による製造小売業への転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00113 都市拡業株式会社 4020001013433 通常枠 排水槽清掃作業における槽内無人化の新工法による新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00117 株式会社ジャンプスタートパートナーズ 7020001122289 通常枠
ＡＩを活用した組織診断サービスとビジネス壁打ちプラットフォームの開

発
武者　聡

関東 神奈川県 R2141U00119 株式会社オウル・クラフト 5020001041846 通常枠 アウトドア用品の開発とブランド育成による消費者市場参入計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00120 イグル氷菓 通常枠 駅前大型商業施設内での乳製品製造小売への転換事業 北野　孝志

関東 神奈川県 R2141U00125 オーエス精工株式会社 4021001018356 通常枠 難削材加工開発による新エネ分野への進出 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 R2141U00129 有限会社忠孝 4021002065604 通常枠 画期的な業務用炭火自動焼き機の製造販売による売上・利益の向上 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00134 株式会社エム・シーエンタープライズ 3010401066842 通常枠 商圏特性踏まえた既存事業ノウハウやナレッジ活用型民泊事業開始 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00139 株式会社エレニックス 2021001026212 通常枠
特許を利用した新製法等の加工装置等でレーザー・放電加工複合機の製品

化を行う事業
株式会社やまと経営

関東 神奈川県 R2141U00141 株式会社ビーアールエフ 2010701027933 通常枠 対人非接触ＤＸシュミレーションゴルフ事業 関山　潤一

関東 神奈川県 R2141U00142 ＬＩＴＥ　ＷＡＶＥ株式会社 7020001132107 通常枠 「スタジオ内ロケ」を可能にする映像技術のための照明機器導入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00143 株式会社ガステック 3021001027283 通常枠
スマートフォンやタブレット端末を活用した検知管の自動測定システムの

開発
株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00144 株式会社うみのほし 1021001064403 通常枠 働・学・遊を統合したワーケーションを超えるエデュワーク事業 渡邊　一弘

関東 神奈川県 R2141U00148 来邦工業株式会社 8020001067236 通常枠 レントゲン用Ｘ線管部材ワイヤーステム製造業への進出 川崎商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00149 小保エンジニアリング株式会社 5020001020230 通常枠
業界初、電力設備・予備品の保管・試験・整備など新分野展開のための事

業所整備
横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00153 株式会社ベストライフジャパン 9021001028664 通常枠 地域保育環境を支えるための「バイリンガル保育園」への進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00155 株式会社アイテックシステム 4020001019273 通常枠
Ｇｏ　ＷＥＳＴ　関西新工場で設備投資し、ＢｔｏＢからＢｔｏＣに向け

て演色性ＬＥＤライトによる新分野展開
ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 R2141U00156 株式会社ブルー・スターＲ＆Ｄ 9021001031156 通常枠 地域密着型「超音波バリ取り請負サービス事業」の新規事業構築 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00157 有限会社日康金属製作所 9020002090087 通常枠 高難度の金属加工を可能にする設備導入で、ＶＲ市場へ新たに展開 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00158 株式会社ジョビア 2020001039323 通常枠 エディブルフラワー等の栽培・加工・販売を行う６次産業ビルの事業化 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 R2141U00161 東横化学株式会社 4020001069789 通常枠 ガスの未来を創造するボンベ自動交換システム開発による業態転換 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

関東 神奈川県 R2141U00162 株式会社ナチュラ 2020001082959 通常枠 川崎市及び東急電鉄と連携した武蔵小杉駅前再開発による飲食店展開 河合　徹

関東 神奈川県 R2141U00163 株式会社ヤマネ総合サービス 7020001078250 通常枠 カフェサービス付き貸会議室・コワーキングスペース「縁道」の運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 R2141U00164 株式会社土佐製作 1020001071244 通常枠 インフラ部品から低炭素社会に向けた洋上風力発電部品製造への挑戦 株式会社秋田銀行

関東 神奈川県 R2141U00166 岡田電機工業株式会社 6021001040085 通常枠
自社開発した業務分析デジタルツールによる非対面型コンサルティング事

業の展開
かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00167 株式会社福一 1020001060651 通常枠
美味しく食べて成人病予防となる蓬莱柿いちじく葉を使った健康配慮の惣

菜開発
川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00168 有限会社イーマックス 1020002072497 通常枠 特定整備認証工場設立により自動運転分野における新分野展開を図る 川崎信用金庫
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関東 神奈川県 R2141U00169 株式会社アトラス 6021001011185 通常枠 プレス板金モデルの中量量産市場に向けた生産システムの構築 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00171 株式会社オシキリ 7021001004460 通常枠 ＩｏＴ・ＡＩを活用した製パン製菓機械のＤＸ革新と新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 R2141U00174 アーバン・エンジニアーズ株式会社 9020001002613 通常枠 ワーキングマザーに対する子育てと働き方のトータル支援事業 ネオフライトクリエイションズ株式会社

関東 神奈川県 R2141U00178 株式会社テクノファ 3020001073726 通常枠 生産性向上デジタライゼーション支援システム開発・販売事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00188 株式会社小田ＬＡＮＤ 9021001055320 通常枠 ラボＬＡＮＤ事業 久馬一朗

関東 神奈川県 R2141U00189 有限会社アズマ製作所 1020002080599 通常枠 難削材、断続品切削加工技術を活かした空調設備市場への新規参入事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00193 株式会社万友 4020001004358 通常枠 高トルク耐性を有する電動車用高精度部品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 R2141U00196 島工業株式会社 6020001066314 通常枠 機械化での品質と生産性の変革による工事の省力化部材の製造・販売 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00200 株式会社ウエルドプラス 1010102008484 通常枠
成長業界である「医療機器・物流システム機器業界」への新規参入による

事業再構築
特定非営利活動法人ＮＰＯ厚木診断士の会

関東 神奈川県 R2141U00201 株式会社三益 6021001021102 通常枠 温間加工装置を導入し、自動車用中空部品市場に参入する 荒尾　大介

関東 神奈川県 R2141U00207 株式会社しごととすまい 1020001132855 通常枠 横浜市内３か所（立場、蒔田、杉田）における放課後等デイサービス事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 R2141U00212 合同会社Ｏｐｔｉｍｉｓｔ 8010903001697 通常枠
音楽“チカラ”を信じて　吹奏楽　応援プロジェクト！　～プロ演奏家とＶ

Ｒ夢の共演～
世田谷信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00213 株式会社タートルプラザ 5021001042652 通常枠 成熟市場からの脱却とウィズコロナに対応したヘルスケアの再構築計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00215 株式会社アイランズ 9020001098057 通常枠 会員制完全個室すし屋の展開による事業再構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00216 佐々木工務店株式会社 2021001070648 通常枠 消費者と屋根工事業者をつなぐＷＥＢマッチングサービス 辻　徹

関東 神奈川県 R2141U00217 株式会社ＭＯＲＩＮＯＢＵ 5021001015930 通常枠 真空成形法による大型フォトマスクケースの開発 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00219 アイエム工業株式会社 8020001016548 通常枠 最新レーザ加工機の導入で実現する環境配慮型ごみ処理機の生産体制構築 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 R2141U00220 有限会社上野屋 4021002049929 通常枠 ＷＩＴＨコロナ・アフターコロナ対応型源泉付１棟貸切別邸の業態転換 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141U00223 株式会社トップス 3021001025659 通常枠 梨の木平工場拡張計画 木寅　雅之

関東 神奈川県 R2141U00226 株式会社ＦＯＲＴ 1021001017435 通常枠 ドローンを活用したＩＣＴ農業の活性化事業 税理士法人小形会計事務所

関東 神奈川県 R2141U00227 株式会社シェリーズ 7021001023634 通常枠
オリーブ加工販売のノウハウ・販売チャネルを生かした鶏肉加工製品（ド

ライパック）の開発・製造・販売
厚木商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00228 株式会社久留米製作所 2021001016717 通常枠 ポストコロナで必要とされるロボット部品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 R2141U00231 株式会社茂光製作所 1021001012502 通常枠
医療機器等向け新分野展開による地域部品加工サプライチェーン維持への

貢献
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 R2141U00237 横浜製機株式会社 2021001041285 通常枠 特殊曲げ加工技術の導入による新製品開発と新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00244 株式会社ハセガワ 1021001022922 通常枠 ヒートシンク技術を応用した電装部品冷却装置の開発 ペンデル税理士法人

関東 神奈川県 R2141U00254 有限会社としかん 8021002036700 通常枠 プラスチック原料のフラフ燃料化施設の構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00260 ユニクス株式会社 1020001095598 通常枠 ＡＩアプリを活用した新型化粧品の開発とＤ２Ｃによる市場参入 株式会社横浜銀行
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関東 神奈川県 R2141U00265 有限会社川田製作所 2021002051523 通常枠 福祉事業に休耕農地活用型の植物工場を併設する連携事業の展開 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00266 株式会社有友 9010801000676 通常枠 多品種少量品製造体制構築による医療機器分野市場への新分野展開 牛腸　真司

関東 神奈川県 R2141U00270 エアコンスター株式会社 3020001044363 通常枠 空調装置製造事業から板金加工事業への事業再構築 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 R2141U00286 株式会社塩浜鋼材 6020001073293 通常枠
新型建機用部品製造のための遠隔・無監視連続加工体制確立による業態転

換
株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 R2141U00288 株式会社すずや 2020001079559 通常枠
「食」で川崎を元気に！義理人情と真心で地域の魅力を届ける中食サービ

ス
株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 R2141U00297 フォーチャン 通常枠 ベトナム料理店から食品・雑貨の無店舗小売業（ＥＣ）へ業種転換 さわやか信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00299 合同会社ＳＡＮＴＩ 7021003006406 通常枠 新しい生活様式へ適合する製造小売事業、教育学習支援業への転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00301 株式会社宏拓 2020001094574 通常枠 廃タイヤを破砕加工した工業用ボイラー燃料の製造事業 八田　泰孝

関東 神奈川県 R2141U00311 株式会社ライフウェル 9012301007383 通常枠 シニアオンラインパーソナルトレーニング事業への参入 税理士法人ブレイン綜合会計

関東 神奈川県 R2141U00314 三協興産株式会社 1020001073026 通常枠 野菜くず脱水機導入による食品廃棄物の飼料化への挑戦 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 R2141U00317 株式会社十辰製作所 2020001008773 通常枠 半導体製造装置関連部品加工体制構築事業 魚谷　康行

関東 神奈川県 R2141U00318 有限会社三栄金型製作所 4021002046315 通常枠 空調機器用大型金型への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 志磨　宏彦

関東 神奈川県 R2141U00321 有限会社ヤマニ金属加工 2021002067494 通常枠
ファイバーレーザー加工機導入による銅板加工体制構築と神社仏閣建築用

金属製品事業参入
かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00322 ヘアールームケアーズ 通常枠
美容室だけの事業から最新脱毛器を導入し美容室脱毛、セルフ脱毛プロ

ジェクト
平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00326 株式会社ヤマモト 8021002029225 通常枠 既存事業人財活用型「中高齢者向け」トレーニングジム開設 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141U00330 アソシエイトエナジー株式会社 7021001063556 通常枠
ＡＩ（人工知能）を活用した低圧向け太陽光発電分析サービス事業「ソー

ラーＡＩテック」
りんく税理士法人

関東 神奈川県 R2141U00333 有限会社ダイコー精機製作所 1020002084336 通常枠 地球温暖化を抑制する洋上風力発電機向け軸受製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 R2141U00338 株式会社ちかなり 7021001024789 通常枠
「寿司×焼肉×完全個室」による業態転換を通じた自宅圏内での贅沢需要

の取り込み
税理士法人ＭＢＣ合同会計

関東 神奈川県 R2141U00339 鈴廣かまぼこ株式会社 3021001033629 通常枠 新商品「万能すりみパウダー」製造設備の導入 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00341 株式会社Ｓｔａｙｗａｙ 5020001122299 通常枠 補助金・助成金ＡＩを通じた地域金融機関向けのシステム提供事業 佐藤淳

関東 神奈川県 R2141U00342 株式会社エス・アイ・エス 6010401050034 通常枠 空中特殊撮影機材の開発および海外を中心とした社外販売の開始 株式会社北九州銀行

関東 神奈川県 R2141U00345 株式会社シネコヤ 2021001060285 通常枠 映画・映像の世界標準規格ＤＣＰ・ＩＭＦ制作及び試写スタジオ事業 出縄　真一

関東 神奈川県 R2141U00350 有限会社早瀬幸八商店 5021002052816 通常枠 食べ歩き需要を標的に干物を使った軽食をテイクアウトで販売する 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00362 ＫＧＹ株式会社 2021001061358 通常枠 ヘール加工技術の導入による真空チャンバーの開発 ペンデル税理士法人

関東 神奈川県 R2141U00363 三和クリエーション株式会社 4020001066225 通常枠
ホイール成形の革新化とマイクロ放電加工による医療機器産業への新分野

展開
公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141U00376 有限会社出川工作所 4021002000552 通常枠
省人化、生産性向上を可能とする自動化システムを導入し、量産・高付加

価値製品の生産体制を構築
株式会社ＡＢＣオフィス

関東 神奈川県 R2141U00378 東京リネンサプライ株式会社 5021001032001 通常枠 介護施設向けリネンサプライ事業の立ち上げ 株式会社東都経営力向上センター



49 / 67 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【関東ブロック】　＊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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

関東 神奈川県 R2141U00384 合同会社ｔｓｕｎａｇｕ 6020003017257 通常枠 一時預かり専門の託児所の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 神奈川県 R2141U00391 株式会社コスモエスティ 2021001025197 通常枠 海外委託生産の内製化と長繊維への抗菌・抗ウイルス加工新製品の開発 永井　俊二

関東 神奈川県 R2141U00394 株式会社萩原製作所 6021001013628 通常枠 超精密レーザー加工機と高精度検査機を導入し新規市場に進出 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 R2141U00396 株式会社共栄精機 4021001029799 通常枠 コロナ禍においても好調な新分野への挑戦 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00405 有限会社高城電気製作所 9021002028985 通常枠 トイドローン部品製造参入による業績改善並びに雇用維持事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141U00414 株式会社ミズホケミカル 8020001009394 通常枠 牛の初乳（しょにゅう）を活用した乾燥粉末飼料の商品開発と国産化 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 R2141U00425 株式会社ＰＧＦ　ｌａｂ 6010001181634 通常枠 ＩｏＴハードウェア開発請負会社による金型製造事業の創業 佐久商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00427 株式会社元機 4020001095983 通常枠
産業廃棄物のリサイクル土「パワーソイル」の販売と新製品開発での事業

再構築
横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00430 株式会社ソーエ 2021001012798 通常枠 特殊溶接技術を活用した食品流通業および医療機器業界の新規開拓 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 R2141U00437 キョウワ工業株式会社 1021001027310 通常枠 溶接技術と設計提案力を活かした太陽光パネル架台の新規受注獲得 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 R2141U00438 株式会社Ａ・Ｒ・Ｐ 2021001023060 通常枠 食品業界向けＦＡ・ロボットシステムソリューション 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141U00449 有限会社ふじやま 9020002066376 通常枠 キャンプ場ビジネス参入による既存ビジネスからの業種転換 芝信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00453 株式会社アート１ 4021001025550 通常枠 高い密閉性を有するハイブリット表面処理の開発 大和商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00455 株式会社双葉工業 5021001013835 通常枠 高精度の精密板金加工を実現し、医療機器分野での事業再構築を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 R2141U00468 三友エンテック株式会社 4010401063756 通常枠 「脱炭素推進事業」（フェーズ１：ＲＥ１００電力の発電） 中池　達也

関東 神奈川県 R2141U00469 株式会社田代製作所 5020001020899 通常枠 ファイバーレーザー溶接機の導入で、医療機器分野へ新規展開 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00470 株式会社羽咋工業 8020001030813 通常枠 高付加価値素材加工によるアウトドア市場への新分野展開 株式会社北陸銀行

関東 神奈川県 R2141U00473 株式会社かまくら春秋社 8021001008964 通常枠 かまくら春秋社デジタルブック化 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00474 リ・バース株式会社 5020001077238 通常枠
情報機器のデータ消去、リユース・リサイクルを行うデータ消去センター

の構築
川崎商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00475 株式会社米川製作所 9020001021935 通常枠 最新のベンディングマシン導入で、新たに通信機器設備市場へ進出 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00480 株式会社ワールド・ケア・デザイン 9020001122535 通常枠
離島に無かった特定施設を所有し、安価で自立・自援に繋がる新たなサー

ビスを構築する
日本パートナー税理士法人

関東 神奈川県 R2141U00483 ピーティーエム株式会社 4020001038777 通常枠 ニューノーマルの社会実装に対応する６０ＧＨｚ帯センサ製品の開発 左近允　陽平

関東 神奈川県 R2141U00501 株式会社シンセイ電子 3020001062729 通常枠 狭隣接実装技術の開発による大型医療機器分野への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 R2141U00509 Ｚｅｒｏ　ｔｏ　ｏｎｅ 通常枠 地域障害者雇用創出を伴う会議室への業種転換事業 上尾商工会議所

関東 神奈川県 R2141U00511 ＴＥＣＴ電気 通常枠 電気ＣＡＤ・積算ソフトの開発及び販売 梅川　貢一郎

関東 神奈川県 R2141U00520 株式会社タチキ 3020001020901 通常枠 パンチーレーザー複合機で難加工材に対応し、半導体市場へ新展開 景山　洋介

関東 神奈川県 R2141U00525 株式会社ニットー 9020001006606 通常枠 一貫生産の強みを生かした医療機器製造受託サービスへの新分野展開 株式会社横浜銀行
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関東 神奈川県 R2141U00528 株式会社リングハート 2021001056242 通常枠 セントラルキッチン方式配達事業の新事業化による中食市場への進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00535 株式会社安武工務店 8020001084413 通常枠 オーダーメード家具の製造販売 原口香絵

関東 神奈川県 R2141U00537 株式会社ＣｏＬａｂ 3140001099123 通常枠 「電子機器組立工程ロボットシステム」開発による日本の生産性改革事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00538 株式会社日豊 7020001068276 通常枠 ダイナミック座標による日本全国の地盤変動情報データ販売 小野田　年行

関東 神奈川県 R2141U00540 株式会社ヘルスアンドソーシャルケア事業団 1020001046774 通常枠 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた在宅訪問特化型の薬局事業 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 R2141U00549 株式会社ＬＦＣ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ 6020001083078 通常枠
時間貸し個室ジム「Ｍｕｓｃｌｅ　ｓｐｏｔ®（マッスルスポット）」

サービスの開発
株式会社ｄｒｉｖｅｓｔ

関東 神奈川県 R2141U00550 インペリアル株式会社 8021001039976 通常枠 自社旅行業会員組織に対する新たなサービス提供と活性化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00552 株式会社エクシオジャパン 3020001056565 通常枠 ベビーシッター事業計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 R2141U00557 合資会社マルク洋服店 3021003002292 通常枠
カイロプラクティック理論をベースとした自社ブランドシューズの製造販

売
朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 R2141U00563 ニューランドリー 通常枠
クリーニング＋コインランドリーによる衣類のワンストップサービスの構

築
川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00565 ＧＳＳコンサルティング株式会社 7020001102183 通常枠 新しいコンセプトのピラティススタジオの出店による業種転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141U00569 株式会社ＴＵＴＥＴＯＮＳ 7021001010228 通常枠 鎌倉発のこだわり餃子を有人、無人店舗にて製造、販売 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 R2141U00571 メテオＡＰＡＣ株式会社 3020001119553 通常枠 輸入卸業から雑貨製造業への新分野展開に関する事業再構築計画 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 神奈川県 R2141U00573 永興電機工業株式会社 8010401003956 通常枠 電動パワーユニットの設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 志磨　宏彦

関東 神奈川県 R2141U00622 有限会社富士荘 4021002050754 通常枠 旅館から個室食事付き日帰り入浴施設への新しい事業展開 ビジネスクリエイション株式会社

関東 神奈川県 R2141U00627 横浜ベイブルーイング株式会社 4020001102541 通常枠
ビール醸造技術を応用したクラフトレモンサワー開発及び常温流通缶の導

入
かながわ信用金庫

関東 新潟県 R2151U00003 株式会社ケイアンドエイ 9110001026289 通常枠 スノーリゾート施設・敷地を利用したアクティビティ運営事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 R2151U00004 有限会社エンドー 5110002033692 通常枠
光学機械・医療用機械器具向け部品の製造技術を活かし半導体製造装置部

品に参入
市木　圭介

関東 新潟県 R2151U00007 株式会社秋山塾 7110001033361 通常枠 ＡＩを活用した教育システム構築及び非接触型の新しい学習塾の展開 山田　盛史

関東 新潟県 R2151U00010 有限会社上野鉄工所 1110002016874 通常枠 油圧機器部品業界へ進出するための製造体制構築計画 新潟縣信用組合

関東 新潟県 R2151U00014 南魚沼鈴木農場 通常枠
農業から「飲食×小売り×植物工場×就労継続支援Ｂ型施設」への事業転

換
株式会社ガイア・プロジェクト

関東 新潟県 R2151U00015 株式会社山本鉄工所 3110001016147 通常枠 溶接工程のロボット化による大組溶接案件対応への業態転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 R2151U00016 二王子温泉株式会社 8110001012835 通常枠 道路維持管理における新しい防草対策商品の製造・販売 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00017 有限会社ＲＫ 1110002020083 通常枠
業界最先端！研磨作業のロボット化による医療機器部品等への取組みと業

態転換計画
シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 R2151U00023 テラノ精工株式会社 5110001022911 通常枠
当社のＩｏＴ技術と新設備導入の組み合わせによる多品種小ロット生産に

おけるロボット化・自動化製造ラインの構築と電気自動車業
長岡信用金庫

関東 新潟県 R2151U00025 株式会社帆苅組 2110001011462 通常枠 農業用ため池等水利土構造物の劣化防止・耐震化に用いる改良土の製造 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00027 阿部酒造株式会社 7110001017100 通常枠 酒蔵の米麹×冷凍キモト×米山トウキでコーラシロップ製造販売事業 株式会社第四銀行
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関東 新潟県 R2151U00029 株式会社越後薬草 9110001018864 通常枠
植物発酵エキスの研究開発実績を活かしたスピリッツ・ジンの製造販売計

画
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00031 株式会社共伸商会 1110001007750 通常枠
循環型社会のための廃プラスチック削減に向けた自動車由来プラスチック

のリサイクル事業
山口　隆

関東 新潟県 R2151U00032 丸田工業株式会社 4110001016352 通常枠 最先端レーザ加工機導入によるノベルティ事業の立ち上げ 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00035 小川コンベヤ株式会社 3110001022269 通常枠 多品種小ロット対応型ＡＩ搭載外観検査システムのエンジニアリング事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00040 芳秀園 通常枠 造園スペシャリストによるコロナ禍における「癒し」の提供 協栄信用組合

関東 新潟県 R2151U00044 株式会社カエリヤマ 9110001014855 通常枠 高カルキ上水道地域向け・エコキュート用フィルタ部材の製造 三条信用金庫

関東 新潟県 R2151U00052 株式会社ループラ 7110001007885 通常枠
５Ｇ通信を支える半導体製造装置向け耐薬品性パッキン成形金型製造によ

る新分野展開
株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 R2151U00053 上越建設工業株式会社 1110001019597 通常枠 超高強度繊維補強コンクリート製造プラント建設のモデル化事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00057 有限会社田辺塗工所 7110002004048 通常枠 「高効率集塵機製造販売事業」の開始に必要な建物改修と機械類導入 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00061 株式会社マルサ 2110001014713 通常枠
業界で初めての主要構成材料へ転換、開発させた新製品を用いた販売業態

転換事業
三条信用金庫

関東 新潟県 R2151U00062 株式会社ＥＸＬＡＳ 1110001032220 通常枠 コインランドリー事業計画 大口　利久

関東 新潟県 R2151U00064 株式会社Ｒｏｃｏ　ｏｎ　ｔｈｅ　ｒｕｎ 3110001015314 通常枠 ニット製造業からＥＣを中心とした小売業、倉庫業への業種転換 中野　亘

関東 新潟県 R2151U00069 ＪＭＲ株式会社 3110001027383 通常枠 クラスⅣ医療機器を事業化するための臨床試験体制の再構築 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00071 ハガセイコー株式会社 9110001014574 通常枠 新分野である半導体製造装置の高精度部品加工への挑戦 三条信用金庫

関東 新潟県 R2151U00072 有限会社寿々瀧 5110002028024 通常枠 今こそ人と人との交流を～発酵王国新潟による最強の宿泊施設～ 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 R2151U00073 有限会社石田製作所 4110002016839 通常枠
金属製品ＯＥＭメーカーへの業態転換のためのアウトドア用品生産体制の

確立
株式会社ゼロプラス

関東 新潟県 R2151U00074 新潟電子工業株式会社 5110001007490 通常枠 燃料電池用パワーコンディショナー製造工場の新設等再構築事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00077 燕三条エフエム放送株式会社 7110001014428 通常枠 地域・企業プロモーション動画コンテンツ制作分野への参入 つばさ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00078 株式会社トーエイ 3110001022913 通常枠 ＥＶ充電スタンド市場新規参入に向けての新事業展開 長岡信用金庫

関東 新潟県 R2151U00079 株式会社開新電気 7110001009163 通常枠 電気工事会社が新部門資格取得等による新分野展開の再構築事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00080 株式会社ＨＥＩＤＩ 7110001027149 通常枠 苗場初の商業施設　「Ｎａｅｂａ　Ｃｌｕｂ」事業再構築計画書 新潟縣信用組合

関東 新潟県 R2151U00082 ＲＩＮＸ株式会社 4110001030329 通常枠 新分野展開で医療機器用部品脊椎手術用インプラント製造に進出 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 R2151U00084 市島酒造株式会社 9110001033137 通常枠 新発田市の町おこしに貢献する物産館運営事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 新潟県 R2151U00085 グローバルフーズ株式会社 6110001021838 通常枠 メニュー開発の強みを生かした、高級食パン専門店・カフェへの事業参入 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00087 有限会社フナックス 6110002019889 通常枠 金型の個別生産からプラスチック製品量産への新分野展開の取組み 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00090 株式会社コモンライフ・コーポレーション 8110001028352 通常枠
小規模不動産会社向けクラウドデーター連携　電子署名契約システムの開

発
長岡信用金庫

関東 新潟県 R2151U00091 株式会社タダフサ 4110001014397 通常枠 包丁研ぎ事業のハード・ソフト戦略による持続可能な包丁製造へ 三条信用金庫
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関東 新潟県 R2151U00094 株式会社東海鉄工所 8020001007761 通常枠 金型製造技術を活かした建設機械用パネル製品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 R2151U00096 株式会社関芳 1110001021074 通常枠 成人式を中心とする衣裳レンタル・写真撮影一体型写真スタジオ事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 R2151U00100 株式会社中丸商店 9110001016620 通常枠 コールドエバポレーターの断熱材抜取と切断 燕商工会議所

関東 新潟県 R2151U00102 株式会社ＷＯＮＥ 2110001031155 通常枠 グループ企業が力を結集し開発。美味しい美容・健康冷凍弁当を全国へ。 末信　公平

関東 新潟県 R2151U00112 エヌ・エス・エス株式会社 6110001025319 通常枠 スイス型自動旋盤による業態転換！食品加工機部品製造へ新規参入 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00114 株式会社北星製作所 7110001017249 通常枠 飲料水の分散備蓄を可能にする災害備蓄タンクの製造販売事業 柏崎信用金庫

関東 新潟県 R2151U00116 坂井精機株式会社 7110001002151 通常枠
環境負荷を低減するバイオプラスチックペットボトル成形金型製造による

新分野展開
株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 R2151U00119 吉川化工株式会社 1110001007998 通常枠 デジタル化・独自技術・地域連携でアニメと医療の新分野展開事業 協栄信用組合

関東 新潟県 R2151U00120 株式会社Ｒ－ＣＲＡＦＴ 6110002018800 通常枠 ショールーム建設による遮熱リノベーション新分野展開事業 協栄信用組合

関東 新潟県 R2151U00121 株式会社寺泊浜焼センター 6110001024519 通常枠 熟成魚の冷凍惣菜の製造販売を通じてコロナ禍をチャンスに変える 阿部　明

関東 新潟県 R2151U00124 新潟センチュリー株式会社 2110001003872 通常枠 建材卸売業からの脱却と新サービスによるリフォーム業への新規参入 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00132 株式会社大橋洋食器 3110001000893 通常枠 地域の工場・顧客と共に高付加価値品を創る『共創型メーカー』事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00138 服部不動産株式会社 6110001028692 通常枠 冬場の安心安全な生活をサポートする道路駐車場除雪事業 大口　利久

関東 新潟県 R2151U00140 株式会社きものブレイン 2110001020959 通常枠 発酵シルクで健康寿命に貢献する画期的な健康食品の製造販売 東京中小企業投資育成株式会社

関東 新潟県 R2151U00145 株式会社トプカピ 2110001009242 通常枠
デジタルと非接触サービスを活用した美容ソリューションの提供による新

分野への参入
辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 新潟県 R2151U00149 株式会社山津電機 3110001021329 通常枠
自動車機器用部品の製造から他社には造ることのできない新分野機器製造

事業
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00154 株式会社アップライト新潟 4110001028083 通常枠 自動洗浄機及びドローンによる太陽光パネルのメンテナンス事業 株式会社　経営総合サポート

関東 新潟県 R2151U00157 マコー株式会社 4110001023456 通常枠 工法開発センター建設による特許申請中の新製品販売の再構築事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00158 越後亜鉛工業株式会社 8110001015714 通常枠 防塵・防雨対策による、ムラなし鍍金技術の確立と、化粧材市場への進出 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00159 株式会社マリーン 3110001000118 通常枠 コロナ時代さらに高まる中食需要に特化した店舗への転換 税理士法人　石田経理事務所

関東 新潟県 R2151U00160 株式会社角金商店 5110001007631 通常枠 米穀卸売業で培った保管技術を活用した倉庫業への新分野展開 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00162 うおぬま倉友農園株式会社 9110001026256 通常枠 自社で生産する魚沼産コシヒカリを使用した介護食ビジネスへの進出 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00163 有限会社ヤマキ観光 2110002014662 通常枠
旧「やひこ乃ゆ」再生！革新的グランピング施設開設による強固な事業体

制構築と地域貢献
株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00167 株式会社Ｇｒｅａｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ 3110001029388 通常枠 ”雪室貯蔵小麦”を使用した食品製造業への進出 つばさ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00171 株式会社サンウッドビーピー 3110001006940 通常枠
日本伝統工芸の代表「木造軸組工法」の承継を担う「大型パネル」事業へ

の地元発信基地のスタート
税理士法人小川会計

関東 新潟県 R2151U00172 株式会社よね蔵 5110001015007 通常枠 精肉小売業参入による既存居酒屋事業売上の下支え及び従業員雇用の維持 つばさ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00178 株式会社いかの墨 2110001008855 通常枠 和食居酒屋による中食・ベーカリー事業への新分野展開 長井　寿郎
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関東 新潟県 R2151U00182 与板大丸有限会社 8110002029928 通常枠 「コロナ禍」の環境に対応した製造方法で新たな成長市場へ進出 株式会社事業リノベーション

関東 新潟県 R2151U00183 株式会社清和モールド 9110001015936 通常枠 金型向け省エネ＆省人の高精度モールドベース出力ラインの構築 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 R2151U00186 株式会社スマイルファーム 7110001028840 通常枠
新事業「食の総合プラットフォーム　フレマル」の開発と　スタジオ建

設、プロモーション事業
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00191 株式会社五十嵐プライヤー 9110001024879 通常枠
産業用工具からキャンプ用工具市場への進出のためのロボット・ＤＸ等の

導入
三条信用金庫

関東 新潟県 R2151U00193 株式会社ＷＥＬＣＯＮ 8110001009195 通常枠
セラミックヒーターとマイクロチャネル構造による高応答温度デバイスの

開発
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00196 株式会社ダイワメカニック 6110001016012 通常枠 特殊ロボット製造分野への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 新潟県 R2151U00197 株式会社リトモ 2110001029018 通常枠
飲食業会社が１日１組限定の古民家１棟貸スタイルの宿泊事業等による新

分野転換の再構築事業
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00201 株式会社青海製作所 2110001007411 通常枠
医療用ロボット部品製造分野への進出～日本の医療現場への手術支援ロ

ボット普及を目指して～
税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 新潟県 R2151U00202 佐渡精密株式会社 3110001027532 通常枠 精密加工室と歯車加工設備導入による高精度歯車加工への新分野展開 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00203 株式会社きっかわ 3110002021484 通常枠 鮭製品の老舗の挑戦！　観光客から地元女性客、伝統料理から健康料理へ 村上商工会議所

関東 新潟県 R2151U00204 株式会社刷屋 4110001010149 通常枠 パッド印刷による高付加価値商品開発と新規マーケット開拓事業 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00210 イカラシ空調株式会社 9110001027436 通常枠 空調用ダクト工事業から換気フィルターセット製造への新分野展開 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00213 株式会社テック長沢 1110001017444 通常枠 半導体製造装置大型フレームの組立後同時加工による高精度化 柏崎信用金庫

関東 新潟県 R2151U00219 有限会社鴨川館 1110002027327 通常枠 食品工場新設によるレトルト製品・ケータリングの製造・販売・配達事業 長岡信用金庫

関東 新潟県 R2151U00221 有限会社万代橋企画 7110002005293 通常枠 コインランドリー事業による事業再構築計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00227 山北木材加工協同組合 9110005007450 通常枠 既製品・造作材市場への新規参入で新たな事業基盤を構築 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 R2151U00229 株式会社Ｎｅｗ　Ｅｒａ　Ｌｉｆｅ 8110001020796 通常枠 新規事業からの現状利益回復、営業利益増強事業 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00236 株式会社江口だんご 5110001024346 通常枠 醸造の町「摂田屋」で、摂田屋ならではの商品、サービスを提供する事業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 R2151U00238 株式会社マルト長谷川工作所 1110001014722 通常枠 作業工具から医療関連器具製造に事業を再構築し業績の回復を目指す 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00240 有限会社イイオカ 2110002018746 通常枠 ＡＩ機能を搭載したＣＮＣ装置の導入によるロボット産業への進出 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00241 株式会社美松 2110001023549 通常枠 犬猫用サプリ＆クッキー（低糖質） 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151U00249 株式会社フタバ 4110001014645 通常枠
健康志向・ＳＤＧｓをテーマとした家庭用加工食品によるＢｔｏＣ部門の

事業化
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151U00251 有限会社山北食品 7110002021555 通常枠
新潟山北地域の鮮魚を利用した冷凍食品の拡充をめざす急速冷凍設備導入

事業
村上信用金庫

関東 新潟県 R2151U00255 新潟中央水産市場株式会社 5110001003977 通常枠 惣菜・弁当・デリバリーによる新たな商品・サービス展開 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 R2151U00256 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｐｅａｃｅ 4110001029148 通常枠 コロナに負けない会社作りのための新分野展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 R2151U00260 株式会社ＷＴＳ 9110001033178 通常枠 寝具類卸売業から寝具製造業への業種転換 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 R2151U00271 株式会社井嶋組 3110001026154 通常枠 土木工事から超高圧水を用いた公共インフラ修繕事業への転換 株式会社第四銀行
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関東 山梨県 R2191U00002 サンメドウズ清里株式会社 8090001014330 通常枠 夏季アクティビティー「リュージュ」設置による新たな収益基盤の構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 R2191U00007 グローバルハウス株式会社 9090001000585 通常枠 高気密「魔法びん」仕様　非接触型グランピングトレーラー事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00008 株式会社エコテクノロジーズ 9090002011623 通常枠 アイスクリームの製造・販売による川下への新事業展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 R2191U00010 北富士オリジン株式会社 8090001009660 通常枠 超小型Ｘ線３Ｄ検査装置の製造・販売への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00011 株式会社富士レークホテル 3090001009987 通常枠
総合リゾート事業へ事業展開する為の食品製造・販売（ベーカリー＆デ

ザート・スイーツ）部門事業計画
山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00012 ＨＡＣＫ　ＪＡＰＡＮホールディングス株式会社 6090001013210 通常枠 山梨銘菓プロジェクト シーロムパートナーズ税理士法人

関東 山梨県 R2191U00017 株式会社川口測量設計 7090001011923 通常枠 ３Ｄレーザースキャナー導入による測量業態の転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00024 株式会社クボタ精工 4090001015489 通常枠 自社ＰＬＣによる中小ものづくり企業への製造工程自動化システム販売 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00025 株式会社相和 3090001010714 通常枠
ポストコロナにおける地域性を活かした癒しの提供としてのトリミング事

業
堀内　一雄

関東 山梨県 R2191U00028 山梨中央水産株式会社 4090001002280 通常枠
地方卸売市場が製造業に参入　海のない山梨県で生まれたサーモンを全国

へ
株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00033 井出醸造店 通常枠
清酒醸造元がウイスキーづくりに挑戦し製造現場を観光の場に変えた新し

い蔵見学の実施
山梨中銀経営コンサルティング株式会社

関東 山梨県 R2191U00034 株式会社遠藤紙店 3090001000285 通常枠 一般ユーザー向けＤＩＹ用壁紙のネット販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00035 株式会社山梨フードサービス 3090001006902 通常枠
手作り料理をより多くのお客さまに提供する「デリバリー」サービスへの

展開
株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00040 ハラマチロッヂ有限会社 2090002012371 通常枠 自然との共生、極上の解放感を提供する貸コテージ業への新規展開 米倉　徹

関東 山梨県 R2191U00041 丸茂商事株式会社 6090001010166 通常枠 デザイン自由度の高い新規高級織物壁紙と椅子張りの生産体制構築 都留信用組合

関東 山梨県 R2191U00042 株式会社歩成 7090001009439 通常枠 冷凍技術導入による食品製造分野参入～郷土料理ほうとうの全国発信～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00043 エヌディエス株式会社 2090001016415 通常枠 高精度五軸マシニングを活用した水素・燃料電池関連分野への新たな挑戦 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00048 株式会社梨の木 9090001013397 通常枠 特殊素材大型リターンパイプの開発・製造 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00049 健翔会ナサルス株式会社 6090001014456 通常枠 ポストコロナを生き抜くため、歯科医に依存しない技工所への変革 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00053 有限会社シンフォニー 9080002013249 通常枠 ３Ｄデジタルコンテンツを利用したショールーム型非対面販売システム 甲府信用金庫

関東 山梨県 R2191U00054 株式会社若鮨 4090001003213 通常枠
郊外型すし店の「中食」ビジネスとの融合～　ＩＴと店舗改修で業態転換

～
塩島　好文

関東 山梨県 R2191U00056 小林メリヤス株式会社 4090001004839 通常枠
ベビー・キッズ向けニットからオリジナルのアウトドア・ウェア、グッツ

への新展開
税理士法人　三映

関東 山梨県 R2191U00057 株式会社東照館 1090001010352 通常枠 コロナ感染症状況下に対応する非接触型グランピングヴィラ事業 都留信用組合

関東 山梨県 R2191U00059 株式会社アジアトラベル 8180001070125 通常枠 忍野計画（小型貸切高級和風旅館設備投資計画） 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00062 田舎割烹江戸屋 通常枠 建物大幅縮小で販売効率最大化を目指す　創業１９０年老舗の挑戦 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00067 有限会社桃フードサービス 8090002007003 通常枠 中華料理店の冷凍食品およびレトルト食品の新規事業開発 飯田　伸司

関東 山梨県 R2191U00072 株式会社明治堂 4090001002149 通常枠
小売業への転換に向けた「小売スペース・ギャラリー・イベントスペー

ス」の設置事業
株式会社山梨中央銀行
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関東 山梨県 R2191U00073 株式会社Ｙ．Ｓ．Ｍ　ＶＩＬＬＡＧＥＲＳ 7090001014653 通常枠 キャンプ場でのバーベキュー提供及びバーベキューデリバリー事業 都留信用組合

関東 山梨県 R2191U00075 ケンズガレージ 通常枠
コロナ禍でもみんなに笑顔を！三密を避けられるキャンピングカーの良さ

を全国に広めるプロジェクト
坪井　亮

関東 山梨県 R2191U00076 株式会社ホワイトボード 4090001013170 通常枠
採用のパラダイムシフトを見据えた，長期インターンシップ採用サービス

の展開
山梨県民信用組合

関東 山梨県 R2191U00077 株式会社木次商事 6090002014083 通常枠 指定整備工場新設による車検事業の開始 株式会社八十二銀行

関東 山梨県 R2191U00079 株式会社市川ウッドピース 3090002015464 通常枠
国産木材や和紙を使い和の素材感を大切にしたアニメグッズでグローバル

ニッチトップを目指す
株式会社ＧＩＭＳ

関東 山梨県 R2191U00080 株式会社古屋 6090001001900 通常枠 新たな販売チャネルとなるテレビ通販事業者の拠点誘致事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00081 株式会社エイティル 8090001014099 通常枠 コロナ禍にマッチしたシェアオフィス及び１棟貸しゲストハウス 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191U00083 オザワ 通常枠 コインジュエリーの特殊加工と新ブランドの立ち上げによる売上向上計画 深沢　邦秀

関東 山梨県 R2191U00084 有限会社精進レークホテル 8090002013348 通常枠 富士を望む精進湖におけるエコツーリズムセンターの設立 都留信用組合

関東 山梨県 R2191U00087 日富士株式会社 6090001010463 通常枠 【人材紹介＋入社後活躍サポート】事業 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 R2191U00096 芙蓉実業株式会社 9090001009998 通常枠
医療機関における単純作業ロボット化推進計画（セーブナースプロジェク

ト）
株式会社三井住友銀行

関東 山梨県 R2191U00104 甲斐御正９３カンパニー 通常枠 イワナ・ヤマメの加工品製造及び販売事業への業態転換計画 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00108 有限会社平井商運 5090002012443 通常枠 自社の強みを活かした新分野展開！！利用しやすい物流倉庫事業 鈴木　尚剛

関東 山梨県 R2191U00110 勝沼醸造株式会社 3090001009211 通常枠 登録有形文化財を生かしたワイナリーの再構築 公益財団法人やまなし産業支援機構

関東 山梨県 R2191U00111 有限会社イイジマコーポレーション 9090002004511 通常枠 屋外型フードコート「Ｆｏｏｄ　ｖｉｌｌａｇｅ」運営による地域活性化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00114 東京舎 通常枠 クリーニング店の自動化による生産性向上・新規事業創出プロジェクト 芦田　恒志

関東 山梨県 R2191U00117 株式会社Ｔ・Ｓ 1090001013339 通常枠 富士の国日本「葡萄酒広場金平糖」事業計画 千須和　知久

関東 山梨県 R2191U00121 株式会社エスワイ精機 4090001005936 通常枠
改良アルミダイカストマシンと、固有技術により電気自動車等部品生産へ

の新分野展開
山梨県民信用組合

関東 山梨県 R2191U00123 有限会社アップルフード 2090002009558 通常枠
自社リソースを活用したコインランドリー及び洗濯代行サービス事業への

挑戦
都留信用組合

関東 山梨県 R2191U00131 白百合醸造株式会社 5090001009226 通常枠
県産果実を使用した低アルコール炭酸酒類（ＲＴＤ）の開発による新分野

市場への展開
山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191U00132 株式会社仙洞田板金工業 3090002010795 通常枠 防災対策安全付き太陽光発電設備設置運営事業 白倉　信司

関東 山梨県 R2191U00136 フウシカオーガニック 通常枠 究極のサスティナブル・グラノーラ製造販売で食料品製造業への業種転換 山梨県商工会連合会

関東 長野県 R2201G00001 中村製作所株式会社 7100001019683 卒業枠 自社工法を最大限活用したパワー半導体分野への販路開拓事業 長野県信用組合

関東 長野県 R2201G00002 株式会社ロイヤルオートサービス 2100001014409 卒業枠
中古車販売専業店として日本初となるベトナムへのグローバル展開と国内

外の雇用の創出
税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 R2201U00001 平沢電機株式会社 7100001020864 通常枠 大型円筒複雑形状の精密旋削加工の体制構築による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00003 有限会社三五十屋 3100002030560 通常枠 かけがえのない家族と八ヶ岳ブルーに囲まれた一棟貸別荘 茅野商工会議所

関東 長野県 R2201U00006 株式会社パブリック・セキュリティー 3100001010563 通常枠 テレワーク支援事業 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 R2201U00009 株式会社ＦＡテック 6100001016137 通常枠 長野県産のこだわり素材を活かしたフレッシュなジェラートの製造販売 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00010 株式会社イツミ 3100001019290 通常枠
Ｄ２Ｃ家庭用衣料仕上機器の開発と専用製造ラインの構築による新分野展

開
諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201U00015 本多染色工業株式会社 5100001026822 通常枠 弊社固有の技術で衣料から介護・医療品用染色加工に業態転換を図る 岡谷商工会議所

関東 長野県 R2201U00025 有限会社小林精工 6100002013950 通常枠 超高圧下での利用に耐え得る燃料電池車向け圧力センサーへの新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00028 株式会社旭 4100001018151 通常枠
金属加工技術と固相拡散技術を融合高度化させ新市場を創出する企業再編

事業
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00029 有限会社三石製作所 4100002011312 通常枠
印刷機械・建機部品からＥＶ分野における減速機・工作機械部品への新分

野展開
上田信用金庫

関東 長野県 R2201U00031 穂高新聞販売株式会社 7100001015311 通常枠 新聞販売店が行う高級食パンの店舗販売と宅配サービス事業 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00033 株式会社斎藤ホテル 4100001011668 通常枠
信州のワインと食を楽しむレストラン開業による新たな顧客層開拓と収益

構造変革
株式会社リョケン

関東 長野県 R2201U00035 栗林建設有限会社 6100002001518 通常枠 日本の伝統技術を魅せる！「木組みの家」体験事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00036 花井メディテック株式会社 7100002037057 通常枠 半導体製造装置部品の生産体制の構築による新分野展開への挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00039 サワルージュ 通常枠 田舎暮らしを体験！古民家テーマパーク 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00040 村山人形店 通常枠 「地域の旬の味を新鮮に届ける」アイスクリーム事業への挑戦 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00041 株式会社オフィスＰ’ｄｊ 5100001016591 通常枠 ＩＴ企業の経営資源投下による通所介護施設の新規出店事業計画 塩尻商工会議所

関東 長野県 R2201U00042 株式会社江口技研 6100001028611 通常枠
ダイヤモンド工具及びダイヤモンド複合製品を新市場に展開する事で事業

の存続と発展を図る。
飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00043 株式会社オーパーツ 6100001024107 通常枠 自社開発キャンピングカー部品の新提供による事業再構築 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 R2201U00044 株式会社エフ・パッケージ 7100001017019 通常枠 成形トレー製造への取り組みによる新分野開拓 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00045 株式会社河一屋 3100002017509 通常枠 コロナ対策を施した高機能な「温泉露天風呂付客室」の提供 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201U00049 株式会社テオリアランバーテック 3100001014382 通常枠 ノンケミカルで高付加価値化した国産木材メーカーへの業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00054 株式会社シャレー志賀 9100001012224 通常枠 カメラマンが集う「志賀高原フォトグラファーズセンター」の運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00056 清水プラスチック工業株式会社 9100001021522 通常枠 自動車部品の審美性向上と開発サイクルの短縮に貢献する革新的生産計画 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00063 株式会社五味工業 3100001018301 通常枠 新分野（医療機器部品製造）受注へ向けた事業再構築計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00065 株式会社ＡＦＴＥＲＳ 6100001031648 通常枠 自社工場併設店舗建設による業態転換型事業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00066 株式会社ホテル東館 4100001012261 通常枠 志賀高原の自然と絶景ホテルで提供する「心の癒し」サービス事業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00067 株式会社スワコー 7010101008926 通常枠 大型加工設備導入による高品質・高精度フィルム加工の実現 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00068 東洋技研株式会社 3100001018508 通常枠 欧州主流方式端子台と搭載バネの開発に向けての設備導入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00070 株式会社割烹旅館桃山 2100001012940 通常枠 展望テラスを核としたにぎわいの創出でのアウトドア分野進出 中村　剣

関東 長野県 R2201U00082 信濃理化学工業株式会社 4100001001231 通常枠 グリストラップから回収した汚泥から油を抽出し、再生油として活用する 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 R2201U00083 一歩ベーカリー 通常枠 川上工程の製粉加工分野と農産品加工への進出による収益改善 小諸商工会議所

関東 長野県 R2201U00084 株式会社山田製作所 8100001018701 通常枠 特許技術を活用した大量給排水システム用部品開発への新展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 R2201U00085 株式会社昌栄土建興業 6100001019296 通常枠 八ヶ岳西麓初のワイナリー「八ヶ岳原村ワイナリー」開業計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00087 笠原工業株式会社 7100001011310 通常枠 電気機械器具製造業から農業サービス業への展開による事業拡充 一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター

関東 長野県 R2201U00088 株式会社アトリエデフ 6100002014395 通常枠 放置竹林を有用化～有機農業の推進及び環境に貢献する竹加工事業～ 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 R2201U00089 ヘルシー焼肉菜 通常枠 信州地産地消【リアルとデジタルの融合型ＩｏＴ精肉店の開設】 上田商工会議所

関東 長野県 R2201U00091 株式会社スイスプラザ 9100001017280 通常枠 北アルプスを望むリゾート型賃貸住宅への業種転換計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00093 池田防水加興株式会社 2100001011463 通常枠 防水技術の横展開　「和幻創」リバーテーブル製作事業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00094 株式会社三進精機 7100001021664 通常枠
有機ＥＬ用ＦＭマスク基板材青板ガラス磨き用大型両面研磨機製造・販売

による高付加価値化
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00096 セラテックジャパン株式会社 6100001001675 通常枠 次々世代化合物半導体基板の研磨事業構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00099 株式会社シナノ 4100001007419 通常枠 スポーツ、福祉市場から新規キャンプ市場への参入による事業再構築 佐久商工会議所

関東 長野県 R2201U00100 株式会社協同電工 1100001022899 通常枠 トレーサビリティシステムを整備しＥＶ車載電装部品業界へ進出 米倉　博彦

関東 長野県 R2201U00106 有限会社睦坪製作所 3100002011346 通常枠 ポストコロナ対応で最先端医療機器部品の加工に挑戦し下請を脱皮 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00109 株式会社ウイルダイフレックス 4100001010991 通常枠 フレキシブルチューブを用いた医療機器等への応用開発 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00112 株式会社蓼科企画 7100001025649 通常枠 空き家再生、移住者向けステップ賃貸住宅事業「エントコハウス」 茅野商工会議所

関東 長野県 R2201U00113 ニッキトライシステム株式会社 3100001013830 通常枠 ウィズコロナを見据えた医療分野への進出による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00114 株式会社とりやたまや 5100001009439 通常枠 ワクワクドキドキさせる新ランドマーク　体験型空間コンテンツ事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 R2201U00115 有限会社山田館 4100002009067 通常枠 老舗旅館による販路拡大のためのグランピング新規事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 R2201U00118 株式会社マルヒ 1100001022866 通常枠
半導体製造装置向け次世代リニアモータ（ボイスコイルモータ）開発への

取り組み
飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00120 武田味噌醸造株式会社 4100001009927 通常枠 味噌製造技術を応用した玄米麹の開発・販売による事業再構築 米山　憲一

関東 長野県 R2201U00123 有限会社上野製作所 1100002035108 通常枠 ＥＶバッテリー用の電池部品分野への新分野展開による事業再構築事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00125 株式会社アクアテック杉村 5100001020370 通常枠 建設業務に資材（配管）の製造をパッケージ化する業態転換事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 R2201U00128 なかじまフォート 通常枠 家族婚ができる挙式専用レンタルハウスの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00131 株式会社アルカディア 8100001011771 通常枠
食品検査ライン用選別台の生産による新分野展開に向けた、組立工程の獲

得
株式会社ゼロプラス

関東 長野県 R2201U00135 株式会社やなぎだ 9100001007868 通常枠 独立型２４時間営業のマシン特化型ジムの運営 株式会社長野銀行

関東 長野県 R2201U00136 株式会社ケイエムテクニカ 6100001021203 通常枠 ＧＭ冷凍機＆燃料電池　試作品から量産加工への新分野展開 株式会社フロウシンク

関東 長野県 R2201U00138 南信州ビール株式会社 4100001021403 通常枠 高付加価値クラフトビール開発による県外宅呑み市場の新規開拓 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 R2201U00140 株式会社まつえ 5100001006626 通常枠 非接触型店舗を拠点とした高付加価値商品の生産と販売 株式会社アイズモーション

関東 長野県 R2201U00144 小布施ワイナリー株式会社 1100001005788 通常枠 ワイン造りのＩｏＴ化及び多品種ブレンドワインの製造 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 R2201U00145 多摩川パーツマニュファクチャリング株式会社 5100001026905 通常枠 ３Ｄプリンター導入による次世代エア・モビリティ分野への事業拡大 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00149 御宿　石川 通常枠 ＫＵＲＡ－ＳＴＡＹ　こでまり事業計画 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00153 信州綜合開発観光株式会社 6100001019040 通常枠 霧ヶ峰車山の大自然を活用した非日常体験を提供するアウトドア事業 樫谷　隆夫

関東 長野県 R2201U00157 有限会社多田プレシジョン 8100002023725 通常枠
５軸複合加工機導入と顧客ファーストで積み重ねた技術力を活用したロ

ボット需要獲得による事業再構築
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00163 株式会社ミヤコー 5100001022805 通常枠 免震装置開発を通じた新分野展開によるポストコロナ対応事業 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00166 有限会社伸和工作 5100002031318 通常枠
高剛性５軸加工機導入と異形材加工技術力等を活用した医療業界進出によ

る事業再構築
諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201U00168 カイシン工業株式会社 4100001000588 通常枠 食品機械分野への新市場進出に伴う工場の新築 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00169 株式会社牛越製作所 1100001020548 通常枠 半導体関連部品への依存体質から特殊ロボット関連部品への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00171 株式会社エスイー工業 5100001019363 通常枠 ポストコロナ時代を見据えた医療分野への新分野展開による差別化 諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201U00176 味処ふじよし 通常枠 食事を楽しみ、音楽に触れあう新しいスタイルを提供します！ 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00177 有限会社武田鈑金製作所 6100002006178 通常枠 ロボットベンダー導入によるプラスチック容器射出成型機事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 長野県 R2201U00179 株式会社岩岳リゾート 9100001017140 通常枠
白馬岩岳マウンテンリゾート　新分野展開を通じた通年化・多角化推進事

業
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00180 有限会社森脇精機 3100002037523 通常枠 半導体製造装置部品生産事業の新規構築 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00183 合同会社天のなかがわ 7100003003009 通常枠 ミニ健康ランド 酒井　庄平

関東 長野県 R2201U00184 株式会社ボーテ・ディマージュ・レイ 2100001027352 通常枠
健康サポート事業とのシナジー創出による新規事業としての加工食品の製

造・販売
藤巻　雄司

関東 長野県 R2201U00185 有限会社野中製作所 2100002037037 通常枠 航空機の部品加工から各種の試作を専門に行う事業を創める 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00187 株式会社ＮＩＫＫＯホールディングス 2100001002710 通常枠 天然温泉×フィットネス×健康食　失われた地域コミュニティの再建 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00188 有限会社辰野目立加工所 2100002035239 通常枠 新工場・自動化機械導入による半導体製造装置加工用刃物等製造 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00190 ＥＲＩＫＡ株式会社 3100001032013 通常枠
宝塚歌劇団出身者によるミュージカルスタジオおよびカルチャースクール

の新分野展開について
佐久商工会議所

関東 長野県 R2201U00191 齋藤木材工業株式会社 3100001011000 通常枠 薪（まき）製造による新分野展開事業計画 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00192 株式会社くるまや 5100001007211 通常枠
千曲川ワインバレー事業者と首都圏の架け橋となる古民家再生テイスティ

ング・ワインバーの事業化
上田信用金庫

関東 長野県 R2201U00195 株式会社浜島精機 5100001023332 通常枠
航空部品製造技術を活かした新規医療ロボット部品分野への参入と量産体

制構築
飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00196 バンランプヤ 通常枠
地元農業者と深夜営業ワインバーの連携による「天龍スタ丼」移動販売へ

の挑戦！
株式会社長野銀行

関東 長野県 R2201U00201 株式会社オーヤマ精工 6100001024098 通常枠
最新式三次元測定機導入と現有アルミ加工技術の活用による医療分野の需

要獲得事業
松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00208 株式会社桔梗精機 2100001023252 通常枠
ポストコロナに不可欠な新分野展開を実現させるための新たな生産工程開

発
ひまわり経営サポート株式会社
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関東 長野県 R2201U00209 株式会社ＺＥＮ 3100001029182 通常枠 ２１世紀型子育てアプリの開発とオンラインスクール事業の開始 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00212 株式会社神津精機 2100001007148 通常枠 新たに円筒研磨加工工程を内製化し一貫加工プロセスを構築 佐久商工会議所

関東 長野県 R2201U00215 有限会社ニシキ精機 1100002031610 通常枠 現有切削技術を基に新規事業分野への進出と新規切削技術の活用 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00218 株式会社リニアック 1100001022841 通常枠 工程集約による少量多品種体制構築によりロボット産業への参入を目指す ひまわり経営サポート株式会社

関東 長野県 R2201U00223 株式会社エム・エス・ピー 3100001000465 通常枠 高齢者見守りサービス事業展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00225 株式会社三晃荘 9100001012208 通常枠 新提案！ホテルでキャンプ「ホテキャン」構想で新分野展開 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00228 ＡＭシステムズ株式会社 1100001030794 通常枠 医療分野への進出に向けた感染症対策用「空気殺菌装置」の開発 飯田商工会議所

関東 長野県 R2201U00229 株式会社ヨウホク 8100001021424 通常枠 高効率パイプレーザー加工機導入・活用による新規分野への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00231 有限会社宮城商店 3100002009571 通常枠 １次加工内製化による生産性向上及び漬物を応用した調味料の開発 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00232 長野味えさ販売株式会社 6100001013687 通常枠 米穀卸売業から、スイーツ製造・販売業への転換 美斉津　晃

関東 長野県 R2201U00237 株式会社甲南チケット 6120001129250 通常枠 デジタル買取事業への参入 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00238 株式会社オアーゾ 4100001006817 通常枠 健康産業からリフォーム事業へ新規参入し独自サービスで販路拡大 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00241 株式会社徳武製作所 7100001011574 通常枠 研究開発の蓄積を活かした新方式の空気清浄機・加湿器製品化事業 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00246 株式会社スマイル・ラボ 7100002038872 通常枠 地域資源を活用したグランピング事業への業種転換による事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00249 有限会社白樺高原牛乳 8100002024905 通常枠 飲食サービス事業への新規参入による経営多角化 株式会社長野銀行

関東 長野県 R2201U00250 精密林業計測株式会社 3100001030289 通常枠 三次元計測情報を活用するクラウド型森林経営支援システムの提供 諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201U00253 豊田化工株式会社 8100001018511 通常枠 精密射出成形技術を生かした、マイクロ注射針分野への進出 諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201U00256 有限会社土屋設備 9100002013221 通常枠 間伐材を貴重なバイオマス資源とし有効活用する事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 R2201U00257 太陽バス株式会社 3100001017311 通常枠 太陽バス株式会社　新分野展開　浚渫土砂選別及び販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00260 高島産業株式会社 1100001018476 通常枠
０．１μｍオーダーの測定技術を用いた「３次元内部構造顕微鏡装置」開

発で新市場へ進出
特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構

関東 長野県 R2201U00265 高山村農業醸造技研株式会社 8100001031778 通常枠 長野県高山村唯一のホップとワイン用ブドウによる高級発泡酒事業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00271 株式会社マスダ 6100001021401 通常枠 精密加工技術を活用したマイクロサージャリ―用精密術具の開発・事業化 内田　英明

関東 長野県 R2201U00275 長野ドライルーブ株式会社 7100001032109 通常枠
次世代自動車・医療機器部品への高耐久被膜、発熱被膜、耐薬品被膜の展

開
株式会社東京経営サポーター

関東 長野県 R2201U00278 株式会社システムサプライ 7100001020732 通常枠 オーダーメイド型管理システムの定額制クラウドサービス提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00280 エヌ・エス・エス株式会社 6100001022275 通常枠 超音波金属接合技術導入によるＥＶ市場への新規参入 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00281 株式会社エヌワイビー 1100001000450 通常枠 健康志向の常温流通アイスクリーム「Ｈｉｐｓアイス」の製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00290 株式会社Ｒｅａｌ 4100001006932 通常枠 多様化するニーズにこたえる２４時間型フィットネスジム 長野商工会議所
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関東 長野県 R2201U00292 山和製本株式会社 9100001001185 通常枠 製造方法のデジタルトランスフォーメーション化 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00293 株式会社八風 2100001007651 通常枠 ドライブスルーを備えたビュッフェ形式のお店「バイキング（仮）」事業 荒井　滋

関東 長野県 R2201U00296 株式会社諏訪機械製作所 7100001019576 通常枠 精密技術を活かし、浜松進出！新市場大型部品・ロボット事業に挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00298 天竜精機株式会社 7100001021301 通常枠 高速大容量通信用の新規薄膜伝送路の知財活用と生産装置の事業化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00299 三和ロボティクス株式会社 7100001022456 通常枠 新たな柱となるアルミダイカスト部品切削加工事業への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00301 株式会社サカシタマシニック 7100001009676 通常枠 ＣＯ２ゼロを目指した降雪対応型ソーラー街灯の設置推進計画 税理士法人未来経営

関東 長野県 R2201U00303 株式会社丸信製作所 5100001007715 通常枠
エンジン・ミッション事業からＥＶモーター事業への新分野展開による

カーボンニュートラル社会の実現
佐久商工会議所

関東 長野県 R2201U00315 株式会社圓山荘 7100001006401 通常枠 日帰り貸切温泉及びセルフレストランの開業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00324 有限会社長崎電機商会 5100002005841 通常枠 店舗改修による新販売方法導入と飲食店併設による需要創出事業 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00337 株式会社ドリームホテル 5180001100561 通常枠 自社宿泊施設内に展示場を新設、タイニーハウスキット販売を開始 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00340 農家ゲストハウスポレポレ 通常枠 宿泊施設運営からワークショップ型キャンプ運営事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 長野県 R2201U00343 株式会社ＣｏｃｏＣｈｏｕＣｈｏｕ 4100001032615 通常枠 ヴィーガンドリンクを扱うカフェ営業への業態転換 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00344 株式会社ササキ保温工業 1100002036361 通常枠 建設業から製造業参入による事業再構築 飯田信用金庫

関東 長野県 R2201U00354 株式会社モキ製作所 3100001006363 通常枠
分離機試験棟の設置による業界初の粘着物対応分離機と投入機・搬送機の

新開発
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00356 有限会社長野エーシーエス 8100002003495 通常枠 生産現場の女性が輝ける製造業へ　自動化装置の製造販売事業への転換 長野県信用組合

関東 長野県 R2201U00357 株式会社森守舎 3100001024019 通常枠 自社所有の山林を活用したオートキャンプ場事業への転換 佐久商工会議所

関東 長野県 R2201U00359 古田工業株式会社 9100001022719 通常枠 法面改修工事の県外外注依存脱却による工事の効率化と付加価値向上 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00360 株式会社ＳＵＹＡＭＡ 4100001016873 通常枠 オーダー家具屋の新提案ＣＡＲＲＹ　ＣＵＢＥ（商標出願中） 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00362 株式会社長野建材 7100001010840 通常枠 仕事も遊びも楽しもう！リモートワーク対応型オートキャンプ場整備事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00366 株式会社タカ商 2100001001844 通常枠 大豆ミートとＩｏＴを活用した食品製造業転換事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00370 株式会社中野屋ステンレス 8100001020814 通常枠 ポストコロナを生き抜くための新規市場開拓と社会変化への対応 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00375 Ｒａｉｓｏｎｄｅｔｒｅ 通常枠 地元農産物を活かした有機レトルト食品の開発と製造 伊那商工会議所

関東 長野県 R2201U00382 有限会社野本商店 7100002004016 通常枠 街の酒屋の灯りを消さないために！森林総合監理ビジネスへの挑戦 長野信用金庫

関東 長野県 R2201U00392 梓設計企画 通常枠 空き家リノベーションによる建築設計業と不動産業のシナジー戦略 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201U00393 株式会社松本青果物流通センター 9100001014071 通常枠 国産完熟果実の急速冷凍と、贅沢スイーツを提供する事業者への供給 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 R2201U00397 株式会社中善酒造店 6100001017812 通常枠 Ｗｉｔｈコロナに対応した新たなイートイン事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00398 株式会社白馬ハイランドホテル 9100001017611 通常枠
障がい者等への快適な長期滞在環境の提供とともに地域連携ユニバーサル

ツーリズムで白馬村観光マーケットに寄与する。
株式会社八十二銀行
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関東 長野県 R2201U00400 株式会社藤屋 4100001004977 通常枠 地域食材を活用した食品ギフトによる非来店型「ハレの時間」の提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00403 合同会社Ｎｏｒｔｈ　Ｎａｇａｎｏ　Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｓｐｏｒｔｓ 6100003005435 通常枠 体験型宿泊サービス提供とアウトドア体験のトータルプロデュース 飯山商工会議所

関東 長野県 R2201U00405 株式会社富屋 6100001002194 通常枠 環境配慮型の新しい紙製緩衝材の開発及び自社製造・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00408 株式会社ＭＤＩ　Ｉｃｅ　Ｃｒｅａｍ　Ｊａｐａｎ 1100001032130 通常枠 工場設立によるアメリカンスタイルアイスクリームの製品化・量産化 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00410 株式会社ＲｅＢｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＪＡＰＡＮ 5100001029461 通常枠
旧能舞台をリノベーションしたサーキュラーエコノミーを学ぶレンタルス

ペース事業
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201U00412 株式会社明神館 6100001014256 通常枠 障害者就労支援を活用した「安心安全な美味しい信州便」通信事業販売 松本信用金庫

関東 長野県 R2201U00414 株式会社スタイルプラス 3010001152720 通常枠 グランピングベースｅｎＣａｍｐ　で　ＳＤＧｓと地域雇用創出！ 塩尻商工会議所

関東 静岡県 R2221G00001 株式会社ＡＮＳｅｅＮ 2080401018012 卒業枠 高感度高精細Ｘ線イメージセンサを活用した画像診断装置の開発 遠州信用金庫

関東 静岡県 R2221U00002 株式会社アールテック 8080401000113 通常枠 医療画像処理用アプリケーション装置の製品開発・販売の事業化展開 株式会社坂本＆パートナー

関東 静岡県 R2221U00005 ヴィ・アゲイン株式会社 7080101004456 通常枠 クラフトビールの生産及びキャンプ場での移動販売 山下　陽子

関東 静岡県 R2221U00007 株式会社ムラキ技研 8080402008163 通常枠 燃料電池車用部品開発事業への進出 遠州信用金庫

関東 静岡県 R2221U00008 株式会社三十飛 8080101018125 通常枠 居酒屋によるセントラルキッチン機能を有する弁当販売店舗出店 浅田　博彦

関東 静岡県 R2221U00009 有限会社宮内製作所 5080102003483 通常枠
携帯性・耐久性の高いロケットストーブ等のアウトドアグッズ等開発に向

けた業態転換計画
シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 R2221U00010 株式会社ナカハラ 6080101006016 通常枠
総合金型部品製造より医療機器業界への新規参入を目指した新規プロジェ

クトの立上げ。
ＭＡＫＯＴＯ税理士法人

関東 静岡県 R2221U00013 竹田工業株式会社 1080401003023 通常枠
搬送装置製造ノウハウを活かし、製造環境と切断加工技術の改善による食

品製造分野等への展開計画
シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 R2221U00016 株式会社喜作園 7080001001157 通常枠 地域特性を活かしたフルーツ・ボタニカルチョコレートの開発と販売 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00024 有限会社ナカムラエンジニアリング 1080402017575 通常枠
二輪自動車のＥＶ化を視野に、二輪の排気部品の試作から車体フレーム等

試作製造事業への転換事業
シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 R2221U00025 株式会社エスティーモールド 2080401016346 通常枠 介護職員のストレスを減らす安全で省力可能な入浴介護システムの開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00027 ケースリー株式会社 2080001021366 通常枠 最先端ファイバーレーザー切断機を導入しダクトの製造と販売事業 静清信用金庫

関東 静岡県 R2221U00030 ミツマル燻製所 通常枠
スモークチーズ等燻製製造業からショッピング、飲食、温泉等複合施設に

転換を図る
沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00031 西山工業株式会社 7080101009232 通常枠 人に優しい冷蔵機能付きフードスチーマーの開発 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 R2221U00036 株式会社テクニカルサポート 2080401010605 通常枠
宇宙関連製品製造産業への新事業展開に向けた新しい生産体制・品質保証

体制の構築
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00040 青木　良仁 通常枠 コンビニＦＣ事業２０年の経験を活かした飲食ＦＣ事業への新規展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00041 株式会社せんざん 6080401002730 通常枠 居酒屋から焼肉店への抜本的な事業再構築による売上増加計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00042 コジマヤ興業株式会社 8080401017173 通常枠
オンラインショールームを活用したリフォームビジネス支援システムの構

築
税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 R2221U00043 東京堂機械株式会社 3080001016605 通常枠 ＥＶバッテリー外装パッケージ用巻締機開発計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00045 株式会社新日本創研 3080401019298 通常枠 高精度加工技術の活用による大型半導体製造装置部品等への新分野展開 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 R2221U00046 有限会社ソフト・ワ井メカ 7080402020185 通常枠
高精密で長時間加工可能な切削技術習得で治具製作から自動車部品への進

出
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00048 株式会社平和エアテック 3080101012850 通常枠 旅館・ホテル業に貢献する革新的な熱回収設備の研究・販売計画 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00054 株式会社小沢精密工業 8080401010161 通常枠 航空機器部品分野進出に向けた生産・品質保証体制の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00066 株式会社山正ｊａｐａｎ 4080101015357 通常枠 主事業を飲食業から小売業に転換 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00069 株式会社サンプラ 1080401011224 通常枠 金属偽装樹脂による理美容用ハサミ製造による事業再構築の実現 浜松商工会議所

関東 静岡県 R2221U00071 株式会社馬力 5080101018037 通常枠 沼津市唯一のロードサービス・自動車整備工場一帯会社を目指して 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 R2221U00075 株式会社ニュートラル 9080401023253 通常枠 ＩｏＴを活用した農業による持続可能な障害福祉事業の構築 高井　雅美

関東 静岡県 R2221U00080 株式会社富士イーエムアイ 1080101011994 通常枠
切断加工技術導入による開発体制構築と油圧シリンダ用ウレタンパッキン

製造装置進出事業
シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 R2221U00081 株式会社スギヤマ 2080101008783 通常枠 医療・５Ｇ関連部品の製造加工による新たな事業領域の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00082 香山道路株式会社 2080401011264 通常枠 道路の予防的維持修繕事業への新分野展開のための事業計画 藤榮幸人

関東 静岡県 R2221U00086 高野運送有限会社 6080402004767 通常枠 運送事業依存からの脱却と、新たな自動車整備事業への新分野展開 株式会社ケレス

関東 静岡県 R2221U00095 有限会社東海技術 2080102011126 通常枠
薄板精密加工生産体制を構築し、医療機械部品・半導体製造装置部品への

進出を図る
植松　誠

関東 静岡県 R2221U00099 叶精工株式会社 9080101000420 通常枠 工作機械用部品製造から試験機用部品製造等への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00100 有限会社齊藤製作所 4080402009272 通常枠 特殊な形態変更を安価に実現する製造方法の変更で新規取引を獲得 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00102 有限会社菅造型工業 6080002017657 通常枠 「特許取得製品を中心とした医療機器製造分野への参入」 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00104 株式会社エーユー 4080101002149 通常枠 短納期サイズオーダーフリープレートを実現する生産体制の構築 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00105 有限会社大庭製作所 4080402020543 通常枠 産業ロボット用高精度大型部品の量産体制整備による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00106 株式会社百合草建設 9080001020551 通常枠
３Ｄによる立体図を用いた展開図作成から施工まで一貫体制の構築及び販

売体制の確立
島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00107 株式会社富士精工 8080101011757 通常枠 センタレス加工による医療チューブ高付加価値実現 磯崎　宏司

関東 静岡県 R2221U00113 株式会社掛川森林果樹公園・アトリエ 1080401021231 通常枠 冷凍技術を応用した製パン製造と新たなＯＥＭ販売の確立 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00118 矢壼デザイン 通常枠 クレイアートを活用した３Ｄアニメーション制作事業への業態転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 R2221U00119 株式会社スギヤマ工業 6080001008442 通常枠 ヘッドランプ開発依存の脱却と、次世代ロボット市場への新分野展開 株式会社ケレス

関東 静岡県 R2221U00121 富士川工業株式会社 4080001008997 通常枠 ヘッドランプ開発依存の脱却と、次世代ロボット市場への新分野展開 株式会社ケレス

関東 静岡県 R2221U00122 大村興業株式会社 1080101000337 通常枠 Ａｆｔｅｒコロナと健康経営に向けたヘルスケア商品の製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00126 合同会社湯郷温泉 3080103001356 通常枠 強みを活かした地域の健康と癒しのインフラへ 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00129 株式会社スルガ精密 1080001002755 通常枠 高性能製品と安定供給による電力インフラ事業の構築 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00133 株式会社大洋ライン 1080101003802 通常枠 カフェ＆ベーカリー事業による事業再構築及び地域活性化拠点計画 株式会社静岡中央銀行
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関東 静岡県 R2221U00136 創伸産業株式会社 9080101003340 通常枠 革新的な地盤改良工法の開発・実用化と事業形態の転換 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00137 株式会社エヌアールエス 6080401016466 通常枠
リアルタイム測定溶接技術による二輪の開発用モデルフレーム製作事業へ

の参入
税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 R2221U00138 松永宗幸 通常枠 地域課題である荒廃農地解消に向けた整備事業の新規立ち上げ 掛川商工会議所

関東 静岡県 R2221U00140 株式会社遠織流通センター 5080401000818 通常枠
新商品「マルチウェア」製作に伴い、ＥＣサイト開設による新たな販売

チャネル開拓
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00142 株式会社ソトエ 2080101017256 通常枠 修善寺温泉でのアウトドアスポーツにフォーカスした複合施設の建設 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00144 株式会社トライ・カンパニー 5080101001331 通常枠
ドライアイス代替となる超低温保冷材のＬＬＤＰＥ成形による量産ライン

の構築
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00147 有限会社静清鉄工 5080002010381 通常枠 一般消費者向け金属加工のＤＩＹ溶接教室の実施 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00151 株式会社さんせい茶園 5080001021438 通常枠 フレーバーティーのティーバッグ製造によるギフトとして商品開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00153 沼津三菱自動車販売株式会社 5080101000011 通常枠 自動車の美観向上のためのトータルサービス 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 R2221U00158 株式会社マツダ 6080101009704 通常枠 溶接工法の変更と自動化によるアルミの薄板溶接と中ロット生産対応 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00160 株式会社ゴビウス 5080001018938 通常枠 地域資源の活用・地元企業との連携による体験型アウトドア店開業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00163 デザインパーツ株式会社 1080101010716 通常枠 新分野の高付加価値製品「振動抑制製品」の上市とシリーズ量産化 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00167 有限会社アールズカンパニー 5080002012287 通常枠 アフターコロナを見据えたテイクアウト専用飲食店への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00168 有限会社レップジャパン 8080002006518 通常枠 爬虫類専門の動物病院と狩猟免許取得を目指す養成学校の新設 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00180 ＭＩＲ株式会社 8080401023592 通常枠 多孔質ガラス発泡材の生産事業及び廃棄太陽光パネルのリサイクル 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00188 東洋レヂン株式会社 7080101009158 通常枠 熱硬化性樹脂に対応した生産体制の確立による自社独自製品の拡充 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00189 株式会社ＷＯＯＤ 3080401021122 通常枠 ブルーベリーの加工品の新商品開発、販売による新分野展開 笠原　匡

関東 静岡県 R2221U00190 拓設システムサービス株式会社 1080401020761 通常枠 企業主導型保育施設向けクラウドデータ処理サービスの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00191 株式会社ＷＥＳＴ　ＣＯＡＳＴ 8080001019405 通常枠
高品質なクラフトビールと地域の特色を活かした新たな滞在型サービスの

展開
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00197 京王製紙株式会社 8080101008456 通常枠 合併による組織再編と最新押出機で実現する耐熱加工紙の新市場展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00200 プラスチック加工興和株式会社 5080001001456 通常枠
高精度なプラスチック切削加工技術を活用した新たな工場ラインの金属代

替製品の製造
しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00203 株式会社村の駅 2080101006754 通常枠 地元農産物を製品化し、収益性改善を図るための加工所新設事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00204 デルエスピーデザイン 通常枠 デザイン業から美容業への業種転換事業計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00207 ミホミフーズ株式会社 6080001012097 通常枠 「家康もち」による持続可能なビジネスモデルへの転換 株式会社清水地域経済研究センター

関東 静岡県 R2221U00208 株式会社ふかくら 4080001009046 通常枠 買い物難民高齢者の為のレトルトの魚惣菜の開発 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00214 有限会社佐野ファーム 2080402022319 通常枠 とうもろこしの６次産業化による付加価値向上と新分野への展開 清水　進矢

関東 静岡県 R2221U00217 ミズノデンソー株式会社 3080403002558 通常枠
高品質な制御盤製造の技術を応用した車いす用昇降機の製造および医療・

福祉機器分野への参入
株式会社清水銀行
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関東 静岡県 R2221U00219 株式会社ミロク 7080101006312 通常枠 加速度センサーを搭載した工具開発と事業再編による製造の国内回帰 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00230 松下園 通常枠 製茶業から酒類製造業への挑戦！緑茶×酒＝「チャンパン」の開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00232 株式会社村松製油所 3080401005389 通常枠 体験型施設新設及び地場産品製油開発による消費者直販への転換 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 R2221U00233 有限会社山下ベース工業 3080402021856 通常枠
３Ｄ設計と金型加工技術を応用展開した高品質アルミホイール製造を通じ

た新分野展開
島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00242 サロンニノエ 通常枠
ワインバーからレストラン・海藻おしば館・サイクルステーション賑わい

施設への転換
沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00244 株式会社フォーフラップ 7080101013787 通常枠 ラグジュアリーヴィラ宇佐美 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00245 株式会社竜洋 6080401016383 通常枠 社員一丸となって板金加工から切削加工分野への新事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00246 株式会社大塚 1080401018649 通常枠
補聴器産業の　ＢｔｏＢ　へ進出し、研修施設を作り鼓膜音圧の測定装置

を販売・普及させる。
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00248 文光堂印刷株式会社 9080101001617 通常枠 自社企画型印刷物による新規顧客獲得と会員制度の確立 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00250 株式会社内山精工 4080401023316 通常枠 既存事業のノウハウを活用した精密金型分野への参入事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00252 有限会社高正木工 1080002003653 通常枠
材質改善技術を施した国産杉・檜を原料とする難変形フローリング材の製

造
静清信用金庫

関東 静岡県 R2221U00255 株式会社なすび 1080001008843 通常枠 新たな生活様式に対応したテイクアウト・ベーカリーの展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00259 株式会社鈴木農園 8080401018634 通常枠 高冷地生産のいちご苗販売事業 静岡県信用農業協同組合連合会

関東 静岡県 R2221U00260 株式会社共栄製作所 9080001001188 通常枠 車両軽量化に貢献するための樹脂成型金型製造事業 静清信用金庫

関東 静岡県 R2221U00261 株式会社明和工業 3080401005422 通常枠
ポストコロナへの対応に伴う新たな事業（アルミダイカスト製造）の生産

体制の構築
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00263 有限会社澄企画 5080102010645 通常枠
鰻料理店すみの坊から食肉小売業であるミートファクトリーへの業種転換

による新事業計画
沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00264 株式会社ビレッジシステム 2080001009758 通常枠 技能実習監理団体の業務省力と技能実習生をサポートするシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 静岡県 R2221U00265 株式会社呉竹荘 2080401001554 通常枠 呉竹荘セントラルキッチン みどり合同税理士法人

関東 静岡県 R2221U00268 株式会社シンコーフレックス 4080401002195 通常枠 高周波誘導炉を用いた循環型Ｎｉ・Ｐｄ－Ｃｕ合金の製造 浜松商工会議所

関東 静岡県 R2221U00272 ミヤハラ工機株式会社 9080001009264 通常枠
「リモート配管除去装置」製作プロジェクト参加による建築関連市場への

新分野展開
尾関　俊寿

関東 静岡県 R2221U00276 株式会社マットエンジニアリング 7080401012365 通常枠 中国依存からの脱却。金型標準部品の内製化による競争力強化でＶ字回復 株式会社アトリオン

関東 静岡県 R2221U00278 株式会社ＥＲサービス 4080401016823 通常枠 次世代自動車にも対応可能な自動車整備工場新設による事業転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00281 株式会社航建 7080001012740 通常枠 津波災害に特化した住宅の開発による住宅メーカーへの新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00283 株式会社Ｍ’ｓ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 6080101007344 通常枠
鍼灸・整骨治療を組み合わせたセミパーソナルトレーニングサービスの展

開
沼津商工会議所

関東 静岡県 R2221U00284 有限会社技研産業 1080002009691 通常枠
プラスチック製建材製造業のノウハウを活かした、林業用資材製造業への

事業転換
静清信用金庫

関東 静岡県 R2221U00289 株式会社ドルフィンキッズプロダクション 3080401011271 通常枠 地元食材専門の日本料理店が多角化で立ち上げるドッグルハウス事業 株式会社坂本＆パートナー

関東 静岡県 R2221U00290 株式会社ユーエスフーズ 1080401005639 通常枠
唐揚げと生餃子の２４時間（無休）無人テイクアウト専門店の開発とドミ

ナント計画
株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング
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関東 静岡県 R2221U00293 有限会社渡辺熔接所 2080402009555 通常枠
精密板金加工への取り組みによるポストコロナにおける新たな生産体制の

確立
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00294 有限会社後藤鉄工所 6080102013886 通常枠
最新式門型マシニングセンタと現有複合加工技術を活用した産業用ロボッ

ト需要獲得事業
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00297 株式会社Ｒ＆Ｏフードカンパニー 6080001002973 通常枠 病院向け団体給食供事業者による健康食デリバリー事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00302 株式会社マルイチ 1080001014346 通常枠 中小製造業の「自動化生産ライン構築」を担う新事業を展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00305 アグリッチジャパン株式会社 4080401021773 通常枠 農園カフェ施設の建設と自社農産物を活用したテイクアウト商品の開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00306 株式会社岡崎製作所 7080001000869 通常枠 船舶向けアキュムレータ製造のための設備投資 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00310 千博産業株式会社 4080401002740 通常枠 新たな制振システムの開発事業の展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 R2221U00318 杉森建設株式会社 7080101000868 通常枠 注文住宅の新しいカタチ「エスキューブ６３４」 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00319 峯野牧場 通常枠 峯野牛加工販売所建設計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00322 株式会社ジ・オーク 9080001022052 通常枠
ホテルの遊休スペースを活用したクラウドキッチン、ガーデンテラスの貸

出事業
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00323 株式会社アプト・マシナリー 7080101006535 通常枠
次世代型ＡＧＶ製品開発による、成長市場参入及び当社製品分野の再構築

事業
三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00331 株式会社いなさ 1080401000573 通常枠 水素ステーション部品の試作・製造による低炭素社会への貢献 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00339 株式会社鈴木商店 4080001015985 通常枠 革新的ＡＩ機能付自動検査機による１００％品質保証への業態転換 静清信用金庫

関東 静岡県 R2221U00341 株式会社松浦スチロール工業所 4080001014062 通常枠 改良発泡アクリルブロック生産事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00344 有限会社Ｏｎｅｓｔｏ　Ｆａｂｂｒｉｃａ 3080102001092 通常枠 最新加工機複合導入でのＥＶ向け歯車製造体制への大胆な業態転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00352 有限会社ナッシュ 4080002015431 通常枠 「特殊印刷製品の企画製造販売」事業進出による事業再構築への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00359 金子歯車工業株式会社 4080101008360 通常枠 精密歯車のＤＸ化された新製造方法確立による業態転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00362 株式会社ベルスター・スズキ 4080001013270 通常枠
ＦＰＤ製造・工作・医療・農業機械の部品製造から、新たに食品機械の部

品製造に着手する。
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00364 伊東市総合葬祭株式会社 3080101013213 通常枠
シニア層向けの健康寿命の延伸に貢献し健やかな最期を迎えられるフィッ

トネスジム
株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 R2221U00365 株式会社小野田産業 2080001007786 通常枠 防災特化した住宅メーカーが提供する地域工務店向け研修ビジネス ＴＯＭＡ税理士法人

関東 静岡県 R2221U00369 有限会社松下金型製作所 3080402017706 通常枠 高品質・高精度の金属加工技術を用いた生産用組立装置製造への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00370 株式会社トスコ 9080001008786 通常枠
重度の要介護者が少しでも自立し、最期まで自宅で過ごすことを目的とし

た通所介護施設の開業
株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 R2221U00377 株式会社奥平測量設計事務所 8080001017004 通常枠 測量で培ったＩＣＴ技術を活用しＩＣＴ技術を普及する事業への挑戦 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00380 株式会社大井産業機械 4080001012966 通常枠 自動車ＥＶ化事業へ進出するための専用新工場設立と試作機開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00387 株式会社あした葉 8080101007862 通常枠 飲食店経営支援を目的とした有料会員交流型専用ポータルサイト 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 R2221U00395 株式会社汐見製作所 2080401006140 通常枠 次世代自動車部品の生産体制の構築 遠州信用金庫

関東 静岡県 R2221U00404 株式会社ビューラックス 4080001004377 通常枠 サロンに行けない高齢者と理・美容師を結ぶ新システムの開発 静清信用金庫
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関東 静岡県 R2221U00407 株式会社ミズ・バラエティー 6080101009786 通常枠 粉末食品市場への新規参入と事業ポートフォリオの再編 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00411 株式会社内田建設 2080401017121 通常枠
ポストコロナは建設デジタル時代の新市場！ＩｏＴ重機を使用した計測施

工サービスを提供！！
島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00412 静和金属工業株式会社 1080001002508 通常枠 金型製造技術を活かした高難易度電気自動車部品製造への新事業展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00413 株式会社日洗 7080001008887 通常枠
感染症予防のためのリネンサプライ業を転換した衣類等クリーニング市場

への参入
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00414 株式会社山十佐野製作所 1080101009898 通常枠 ３Ｄデータ化を武器にプラント補修・更新分野への進出を図る事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00416 有限会社小野製作所 4080102013599 通常枠 ３Ｄプリンター導入による新しい建築内装工法の開発と製造 富士信用金庫

関東 静岡県 R2221U00420 株式会社大友メディカル 3080001015854 通常枠 医学的根拠に基づいたメディカルフィットネス事業への新規参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00428 株式会社土井酒造場 8080401014666 通常枠 急冷樽の熟成による新しい香味色の日本酒の製造と酒蔵観光。 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00433 株式会社ｃａｓａｌｉｚ 3011701021355 通常枠 コミュニケーション業務向けの汎用的なＶＲ従業員研修サービス 沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00437 株式会社植松グループホールディングス 2080101000212 通常枠 建築技能労働者の多能工化を推進する金属屋根材・周辺部材の製造販売 沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221U00440 有限会社富士アクリル工業 2080002016803 通常枠 業態転換によるアクリル製可視化モデルの製造 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221U00441 合資会社古屋旅館 8080103000881 通常枠 団体向け宿泊棟のワーケーションアパートメントへの転換 熱海商工会議所

関東 静岡県 R2221U00452 有限会社サワキ製作所 2080102001548 通常枠 ＮＣパイプベンダー導入を行い、新規製品製造による事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221U00455 株式会社日本スポーツ科学 7080401009980 通常枠
動作解析が可能な研究施設の展開によるスポーツライフ・健康サポート事

業
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00457 有限会社足立建材興業 3080402014736 通常枠 ＩＣＴ建設機械を活用した休耕地等における砂利採取業への進出 青嶋　伸治

関東 静岡県 R2221U00463 株式会社竹屋旅館 3080001008619 通常枠 健康経営推進企業向け「宿泊施設を活用したヘルスケア教育」事業 静岡商工会議所

関東 静岡県 R2221U00465 一般社団法人グローバル人財サポート浜松 5080405006282 通常枠
地域中小企業のための外国人財獲得オンラインマッチングハンズオン支援

事業
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00468 有限会社森﨑美装 8080002012862 通常枠 自宅のスペースで家族が楽しい時間を過ごせる提案・施工 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00480 有限会社ホテルニュー高尾 9080002005295 通常枠 ホテルが行うカフェの強化事業と非接触な自動精算機の導入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00485 株式会社ハゴロモコーポレーション 5080101009291 通常枠
紙コーティング技術と合紙技術により、世界初の加工紙キャリアテープを

製造する。
富士信用金庫

関東 静岡県 R2221U00487 株式会社ハンザワ 7080101009307 通常枠
Ｗｉｔｈコロナ時代の多店舗飲食店経営の最適化～オペレーション・店舗

機能の再構築～
富士信用金庫

関東 静岡県 R2221U00490 有限会社マルケイ 1080002015277 通常枠 戸建住宅向け壁面用木質シートの開発および販売 税理士法人Ｂｒｉｄｇｅ

関東 静岡県 R2221U00493 有限会社アルファースタジオ 5080102013268 通常枠 テレワーク向け木製エルゴノミックワークチェア・デスクの新展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 R2221U00499 株式会社セイコークリエイト 4080101008856 通常枠 生産技術者に特化したオーダーメイド型研修ビジネスの開発と提供 富士商工会議所

関東 静岡県 R2221U00501 株式会社アコヤハイテック 1080401012230 通常枠 ５軸加工機とツール測定機をデジタルで繋ぐ社内一貫生産体制確立 小倉　裕樹

関東 静岡県 R2221U00507 株式会社エイチ・エヌ・アンド・アソシエイツ 4080001012561 通常枠 ＥＣシステム、物流、商品開発を一体化したＥＣ運営の請負事業の開発 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 静岡県 R2221U00516 株式会社柳屋本店 7080001015371 通常枠 飲食店を兼ねた動画配信サービスの構築事業 しずおか焼津信用金庫
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関東 静岡県 R2221U00529 株式会社大井川茶園 6080001016098 通常枠 環境に配慮した紙製飲料容器（カートカン）ドリンクの企画・販売 原野　郁巳

関東 静岡県 R2221U00530 株式会社ユニティ 5080401005676 通常枠 事業再構築補助金で医療用マスクを医療関係者に届ける事業 遠州信用金庫

関東 静岡県 R2221U00532 株式会社フジコー 6080101006156 通常枠 天空のスポーツアトラクションタワー みしま税理士法人

関東 静岡県 R2221U00533 株式会社アサヒピー．エム 1080401006348 通常枠
デジタル３次元データからの効率的な横型マシニングセンタによる２４時

間加工の実現
株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221U00535 ヤザキ工業株式会社 6080101009869 通常枠 体表除湿器の開発・製造とウレタン素材での成形時の課題の解消 富士信用金庫

関東 静岡県 R2221U00537 株式会社ブローチ研削工業所 8080401004733 通常枠
超複雑微細形状を要するチタン製医療用部材の高品質化を実現し、新分野

である医療関連業界への事業展開を図る。
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00539 三遠煙火株式会社 9080401005978 通常枠
花火製造・打上げ事業者が花火原材料製造を行う垂直統合による新分野展

開
静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221U00541 株式会社Ｍ．Ａ．Ｃ 7080001018663 通常枠 日中支援型障がい者グループホームの運営 原野　郁巳

関東 静岡県 R2221U00549 加和太建設株式会社 5080101005480 通常枠
三島市の三嶋大社前立地を活かした、全国のスタートアップ企業集積基地

の創造
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00556 富士鋼販株式会社 8080101001691 通常枠 高強度テーパーコラム製造により新市場へ進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221U00557 株式会社ＥＳＰ 5080401018397 通常枠 先端技術活用（図面レス）による自社商品の３Ｄ設計開発～販売 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221U00566 株式会社プラスアート 6080401016887 通常枠 建築のノウハウを活かす「多目的カーゴトレーラー」の製造・販売 静岡県中小企業団体中央会


