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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【東北ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

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

東北 青森県 R2021U00008 酔い処　暖欒 通常枠 ローカルエリアへのお弁当及びテイクアウトの配達事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 R2021U00012 タグボート株式会社 3400001009154 通常枠 自社温泉熱で熟成「りんごシードル＆ブランデー」樽仕込みに挑戦 帯川　雄三

東北 青森県 R2021U00015 有限会社東北築炉工業 6420002007912 通常枠
自社での缶体耐火加工と一括納品の実現による「納期短縮」・「品質向

上」・「コスト削減」の達成と更なる競争優位性の確保
株式会社岩手銀行

東北 青森県 R2021U00016 合同会社ナチュール青森 8420003001128 通常枠
地域飲食店等のニーズに対応したレトルト食品等ＯＥＭ受託生産への新分

野展開
青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 R2021U00018 有限会社静岡屋 1420002007363 通常枠 「うまみ専門店」が目指す「だし」に特化したラーメン店への業態転換 八戸商工会議所

東北 青森県 R2021U00019 工藤物産有限会社 5420002009397 通常枠 ふるさとを緑豊かな森にする事業 近田　雄一

東北 青森県 R2021U00024 有限会社キクチクリーニング 2420002019589 通常枠 病院寝具等のリネンサプライ事業 青森県信用組合

東北 青森県 R2021U00025 株式会社萬鱗 1420001007067 通常枠
老舗割烹が提供するコンセプト空間で１．時空を超えた体験を２．くつろ

ぎの新幹線カフェ
公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 R2021U00027 株式会社高橋製作所 7420001006105 通常枠 新サービス円筒製品製作、高精度取付による風力発電業界への進出 八戸商工会議所

東北 青森県 R2021U00030 株式会社リズム・エージェンシー 9420001006755 通常枠 ＡＲ・ＶＲ動画コンテンツの制作、提供サービスで事業再構築。 株式会社東北銀行

東北 青森県 R2021U00032 有限会社みぞぐち布団店 4420002017079 通常枠 整体やセラピーマシン導入による寝具市場から睡眠市場への再構築 十和田商工会議所

東北 青森県 R2021U00033 有限会社ベストスマイル青森 5420002001750 通常枠 脊髄損傷者等の日常生活復帰を支援する独自デイサービス施設の運営 東京中央経営株式会社

東北 青森県 R2021U00036 株式会社マルヌシ 2420001006588 通常枠 急速リキッド冷凍庫による高付加価値商品「冷凍刺身」の製造販売 八戸商工会議所

東北 青森県 R2021U00038 株式会社ジョイ・ワールド・パシフィック 1420001010062 通常枠 遊休地でのスマート農業生産・体験型通年観光農園・６次化ＥＣ事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 R2021U00056 有限会社まごころ農場 3420002014259 通常枠 地域の機能性素材を活かした栄養機能食品の開発と新市場開拓 株式会社青森銀行

東北 青森県 R2021U00059 株式会社大伸管工業所 9420001009188 通常枠 管工事業から大口径加工管製造メーカーへの挑戦！ 株式会社青森銀行

東北 青森県 R2021U00060 株式会社ととや烏賊煎 9420001014873 通常枠 地域飲食店活性化プロジェクト、居酒屋が営む活魚問屋　えにし鮮魚店 近田　雄一

東北 青森県 R2021U00061 株式会社リブライズ 4420002010447 通常枠 衣食住健を日本に広めるためフィットネスライフを日常化する挑戦 三上輝彦

東北 青森県 R2021U00062 有限会社ＨＩＧ 5420002012244 通常枠 設備導入と自社技術開発による産業用ロボット部品への新分野展開事業 志磨　宏彦

東北 青森県 R2021U00067 株式会社マック 2420001001969 通常枠
スキー・スノーボードチューンアップ設備構築で東北のウインタースポー

ツ活性化へ貢献
相原　恭子

東北 青森県 R2021U00071 有限会社ジャンクス 6420002018050 通常枠 スマート農業機器による環境制御対応施設の整備と６次産業化 株式会社青森銀行

東北 岩手県 R2031U00001 合同会社藤 4370003001913 通常枠 デザイン制作と印刷機の融合ワンストッププロモーション事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00003 富士善工業株式会社 5400001006224 通常枠 船舶用配管装置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

東北 岩手県 R2031U00006 株式会社大力水産 4402701000449 通常枠 鮮魚調理加工で惣菜事業へ参入～付加価値向上と持続可能な漁業へ～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00009 世嬉の一酒造株式会社 4400501000181 通常枠
自家醸造「発泡性日本酒」をビール市場への輸出とインバウンド需要の獲

得
株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00015 株式会社阿部製作所 4400001006332 通常枠 半導体樹脂封止金型のエンドユーザー大転換による事業再構築 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 R2031U00016 有限会社川原商会 7400002000884 通常枠 植物由来、高濃度シリカ水溶液配合の高齢者向け栄養補給食の製造 株式会社北日本銀行

2023年4月14日時点
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東北 岩手県 R2031U00018 有限会社プロフィット 8400502000796 通常枠
医療用検査治具開発の知見・技術を活用した「次世代移動通信」市場への

参入
株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00019 ＲＦｔｅｓｔＬａｂ有限会社 6400002006494 通常枠 土木・建築向けセンサー事業への新規参入 髙橋　登

東北 岩手県 R2031U00023 株式会社オイカワ製作所 2400001005245 通常枠
半導体事業への進出に向けた高品質・低コスト・短納期の多品種少量生産

体制の整備
株式会社ゼロプラス

東北 岩手県 R2031U00028 株式会社浅沼醬油店 3400001000063 通常枠 液体・調味料等の商品設計事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 R2031U00030 もんど 通常枠 地域密着クラフトビール醸造所併設飲食店によるＥＣ戦略 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 R2031U00031 株式会社クジラテラス 1400001013546 通常枠 日本一の木炭による自分でミネラルウォーター事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 R2031U00038 有限会社ヤマキイチ商店 3400002011869 通常枠 付加価値の高い加工品製造とリアル店舗充実で相乗効果を起こす 岩手税理士法人

東北 岩手県 R2031U00040 上山製紙株式会社 8400501000517 通常枠 東北唯一の再生紙タオルペーパー製造拠点の確立に向けた再構築事業 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 岩手県 R2031U00045 藤原建築 通常枠 「大工さんのカフェ」開業による新規リフォーム顧客層開拓事業 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 R2031U00046 株式会社ＷＩＮＧ 7400001006602 通常枠 樹脂製熱交換器事業による自社仕様製品販売事業の立ち上げ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00047 アズマネソウコ 通常枠 ジェラート事業 Ｒｉｔａ税理士法人

東北 岩手県 R2031U00050 株式会社東亜エレクトロニクス 8400001007748 通常枠 【戦略的連携で日本一のマグネシウムダイカスト加工アライアンス創出】 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 R2031U00051 合同会社しづか亭 7400503000185 通常枠 旅館施設を活用したリハビリ介護事業進出による新規顧客獲得事業 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 R2031U00053 株式会社Ｐ．Ｏ．イノベーション 1400002008388 通常枠
製造業からサービス業へと転換し、リハビリ業界のプラットフォーマ―と

なる
一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 R2031U00054 株式会社大武ルート工業 9400501000078 通常枠 カスタマイズ可能なトレッドミルのＷＥＢ販売 株式会社東北銀行

東北 岩手県 R2031U00055 株式会社絆すてーしょん 2400002009088 通常枠
家族愛を育む家づくりと敬護サービスで、ハッピーリタイアメント社会を

創る
株式会社東北銀行

東北 岩手県 R2031U00056 株式会社かまいしＤＭＣ 4400001014095 通常枠 地域事業者と連携した商品開発によるオンライン販売の新たな展開 釜石商工会議所

東北 岩手県 R2031U00061 遠野淡水魚株式会社 7400001015405 通常枠 新製品「高温耐性抱卵ギンザケ」が実現する三陸沿岸サーモン養殖革命 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00062 活版ディーアイ株式会社 2400001005831 通常枠 印刷業から撮影編集制作による大型ビジョン配信事業への業務拡大 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00072 有限会社菅原紙器 1400002011656 通常枠 新たな資本関係や容器包装販売等を活かした食品加工の新分野展開 釜石商工会議所

東北 岩手県 R2031U00073 有限会社東北エヌテイエス 9400002004768 通常枠 ＲＭ蓄光塗料を活用した事故防止対策品の製造開発に伴う生産設備の導入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00075 株式会社アイ・モーションテクノロジー 5400001014706 通常枠 小型ロボットを用いた省スペース射出成形システムによる新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031U00076 株式会社新鉛温泉 8400001005198 通常枠 ワーケーション推進を通じた個人客獲得と収益構造変革の実現 株式会社リョケン

東北 岩手県 R2031U00077 釜揚げ屋・川最 通常枠 コロナの影響で拡大したアウトドア市場を捉える薪製造・販売事業 岩手県商工会連合会

東北 宮城県 R2041U00004 有限会社かねこ 7370102001852 通常枠 地域密着型ハイブリット葬への業態転換 有限会社まる進

東北 宮城県 R2041U00007 株式会社理以建設 5370001043378 通常枠
ＡＩ土地検索システムと住宅紹介事業が生むシナジーを活用した不動産事

業
田中　宏司

東北 宮城県 R2041U00010 株式会社ＩＦＧ 4370001013596 通常枠 デジタルアイソレータ用高温高電圧自動ＴＤＤＢ試験装置の製造販売 株式会社商工組合中央金庫
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東北 宮城県 R2041U00013 有限会社ケンズダイニング 6370402001677 通常枠 生産者の素晴らしい食材を料理人グループの知識と経験で６次化商品へ 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 R2041U00017 東日本加工紙株式会社 8370001003866 通常枠 スリット付ラミネータ装置導入による高付加価値タック紙の提供 税理士法人深田会計

東北 宮城県 R2041U00018 東北電子産業株式会社 1370001002445 通常枠 高品質な産業用レーザ制御部品の製造から、医療用部品製造に進出 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 R2041U00021 ＨＡＩＪＩ 通常枠 登米市初の常設型料理教室で潜在顧客取り込み事業 一関信用金庫

東北 宮城県 R2041U00031 株式会社ｆｅｅｌ 5370001041340 通常枠 コロナに負けずに夢をつなぐサスティナブルベーカリー＆カフェ事業 平塚　喜一

東北 宮城県 R2041U00032 株式会社アルコム 1370001017732 通常枠 コネクタ製造用量産ラインの製造販売事業による新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 R2041U00037 株式会社桜精密 5370001020575 通常枠 即席麺製造装置の生産性向上と材料ロス削減ユニットの開発計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00041 株式会社工藤祐作商店 8370001002926 通常枠 ＪＲ仙台駅構内への店舗初出店による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00044 佐沼交通株式会社 7370401000704 通常枠
食に関する注文・配達プラットフォームの構築と、デリバリーサービスへ

の進出
仙北信用組合

東北 宮城県 R2041U00047 株式会社ＲＥＰＲＯ 4370801001503 通常枠
超精密大型金型の製造・試作評価から量産支援までの自社一貫生産体制の

構築
株式会社ＡＢＣオフィス

東北 宮城県 R2041U00052 松島国際観光株式会社 2370601000756 通常枠 ホテル大観荘　個人旅行市場向けの全席個室レストラン新設事業 株式会社咲楽

東北 宮城県 R2041U00056 株式会社アップルファーム 8370001019672 通常枠 亘理町との連携による障がい者の仕事と生活の場作り支援事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00061 肴町匙 通常枠 食を通じて人とのつながりを創出するマーケットの開発 税理士法人クラフトマン

東北 宮城県 R2041U00072 クオリティアップアローズ株式会社 9370001043267 通常枠
カッテングフルーツアートと絵画が楽しめるアートカフェの運営による事

業再構築計画
Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 宮城県 R2041U00073 株式会社パラマウント 1370001019464 通常枠
Ａ．未来ある子供の潜在能力を引き出す教育事業　Ｂ．ＥＣによるオー

ダーメイドパン事業
日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041U00087 株式会社チック 7370001041165 通常枠 遠く離れた場所から操縦ができる給電式水中ドローンの開発 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041U00088 株式会社布施商店 3370301001095 通常枠 ５Ｇ時代に向けた産地魚市場仲買人のＤＸ転換 ＹＡＣ税理士法人

東北 宮城県 R2041U00089 三和工業株式会社 1370201002261 通常枠 半導体製造装置部品＋産業用装置全般組立ＯＥＭ受託の融合で新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00090 株式会社グレイス 1370001015851 通常枠 整地からレンタルまで丸ごと請負うワンストップサービスの実現 株式会社秋田銀行

東北 宮城県 R2041U00091 株式会社岡清 6370301000292 通常枠
宿泊施設 Ｓｗｉｍｍｙ　ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業

績回復事業
宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041U00095 ボールパーク 通常枠 ターゲット特化型の半セルフ型スポーツジム運営による売上拡大 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041U00096 株式会社Ｋ－ＳＯＣＫＥＴ 4370001045152 通常枠 スマートフォン向けのアプリケーション開発と提供を新たに行う つばさ税理士法人

東北 宮城県 R2041U00098 一般社団法人イシノマキ・ファーム 1370005009057 通常枠 ホップ生産からクラフトビール醸造販売までの自社ブランド確立へ 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 R2041U00099 株式会社海老今 4370601000102 通常枠 ＥＣサイトおよびＤＸを活用した商品管理システムの構築 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041U00105 グローテック株式会社 2370001039916 通常枠
鉄道分野へ人補助設備・試験装置を新規開発し、新たな鉄道事業の事業基

盤化を進める
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00106 株式会社イトオン 3370001007062 通常枠 高品質な配信からアーカイブ動画製作までのワンストップサービス 税理士法人Ｆ＆Ｌパートナーズ

東北 宮城県 R2041U00108 株式会社石森商店 4370301000187 通常枠
宿泊施設　Ｓｗｉｍｍｙ　Ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業

績回復事業
宮城県商工会連合会
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東北 宮城県 R2041U00109 農事組合法人大倉ファーム 5370005009400 通常枠 コロナに勝つ！仙台大倉地区農業活性化と農事組合法人の経営多角化事業 千葉勇喜

東北 宮城県 R2041U00115 お茶の井ケ田株式会社 6370001007464 通常枠 デジタルＡＩにより非対面と最適化を進め生産性を高めた店舗開発 株式会社エスネットワークス

東北 宮城県 R2041U00116 株式会社渡邊商店 2370302002622 通常枠
宿泊施設　Ｓｗｉｍｍｙ　ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業

績回復事業
宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041U00117 仙台電気工事株式会社 4370001010973 通常枠 新規軌陸車の導入による鉄道電化柱建替工事への着手と商圏拡大 株式会社山形銀行

東北 宮城県 R2041U00120 ブルーファーム株式会社 3370201003968 通常枠 地方創生リーダーを輩出する「ローカルプロデューサー育成事業」 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041U00123 有限会社ｇ．ｂ．ｃ．ｄ． 3380002028478 通常枠 「食＋遊び」食のアクティビティ次世代型キャンプ場 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00130 株式会社放電 8370201000309 通常枠 非磁性金属材料の加工技術・高効率生産プロセスの構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00133 株式会社石渡商店 4370501000029 通常枠 気仙沼産サメ等を利用したペットフード製造の機器導入事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00137 株式会社ネクスト 1370201002963 通常枠 自動倉庫等大型金属製品加工事業への新分野展開計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00146 株式会社イノベーションスイーツ 1370001043646 通常枠 独自製法による新しいスイーツ製品開発およびＢｔｏＢ販売への参入 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

東北 宮城県 R2041U00151 株式会社杜設計 4370001038882 通常枠
住宅建設業者のつながりと設計ＣＡＤ図面作成技術を活用した土地測量事

業
郡山　健一

東北 宮城県 R2041U00152 有限会社奥州秋保温泉蘭亭 8400602000374 通常枠 グランピングを活用した安心・安全な非接触型宿泊サービス構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 R2041U00153 株式会社ブロスアップ 7370001043847 通常枠
「フードトラックで創る」殿堂ラーメン店こだわりの“だし”を使った事業

再構築と新たな働き方
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00159 さくら株式会社 5370601003054 通常枠 食品産業向け送液ユニット製品開発・生産体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 R2041U00160 株式会社むとう屋 9370601000873 通常枠 『酒粕シェイク』で二十歳未満も楽しめる新たな市場を開拓 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00161 ワイデーエス株式会社 3370301001434 通常枠
船舶エンジンメンテナンスサービス業で培った独自工法による金属表面加

工処理技術を用いた機械部品製造業への業種転換
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041U00164 株式会社ホクトコーポレーション 1370001010299 通常枠 地方から世界へ。手軽に利用できる多目的情報発信拠点の設立 株式会社高崎総合コンサルタンツ

東北 宮城県 R2041U00169 株式会社東北マテリアルス 9370001006521 通常枠 事業再構築のための、ロボットアーム産業新規参入事業 株式会社常陽銀行

東北 宮城県 R2041U00178 株式会社利久 2370801000738 通常枠 宮城の食財資源を活用したクラフトビールの開発製造プロジェクト 仙南信用金庫

東北 秋田県 R2051G00001 株式会社タクミ電機工業 8410001006922 卒業枠
脱炭素に向けたバイオマス発電、バイオマスボイラーにかかる燃料製造事

業
株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051U00001 有限会社石田運輸商会 1410002008247 通常枠 ＤＸ化で「食の安全・安心を提供する」物流センター事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051U00002 株式会社秋田テクノデザイン 6410001004226 通常枠 独自開発の排泄検知システム販売による自社製品事業拡大への転換 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00003 株式会社土井商店 5410001008203 通常枠 多機能型の学童保育の運営 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051U00004 ナガハマコーヒー株式会社 9410001008034 通常枠
キッチンラボ（食品研究工場）の設置　飲食業から食品製造業への事業再

構築
有限会社ジー・エフ・シー

東北 秋田県 R2051U00006 シー・アンド・シー株式会社 2410001006894 通常枠
国土強靭化計画による豪雨災害対策強化に向けた大型製品の革新的生産計

画
株式会社エフアンドエム

東北 秋田県 R2051U00010 株式会社佐藤組 1410001010220 通常枠 コンクリート処分販売事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00011 有限会社日野 7410002013919 通常枠 急速冷凍機導入によるミールキットの新開発 株式会社北都銀行
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東北 秋田県 R2051U00012 秋田精工株式会社 5410001004961 通常枠 感染症下で需要高まる医療用機械器具市場への新分野展開！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 R2051U00013 サロン　ｍｉｋａｄｏ 通常枠
看板メニュー「あげむらさき」を提供するカフェ＆バー建設による新規顧

客獲得事業
株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00015 株式会社オリンピア 6410001005975 通常枠 大ロットシルク印刷から多品種少量デジタル印刷による新分野展開 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051U00023 株式会社マルビック 8410001008068 通常枠 既存事業の経験を活用し電解水による衛生環境市場への新規進出 長谷川　晃

東北 秋田県 R2051U00024 有限会社伊藤精工 9410002007373 通常枠
精密平面研削盤及び高性能立形マシニングセンタの一体による高精度・内

製化推進による半導体製造装置部品への新規参入
株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00027 株式会社ガレージＫＥＮ 1410001010451 通常枠 地域の車社会の安全を牽引するエーミング事業 税理士法人ＭＩＲＡＩ

東北 秋田県 R2051U00030 ハッピードックスタイルティアラティアラ 通常枠 食の安全性追求へ！手作りペットフード分野進出事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 R2051U00031 株式会社ブライト 9410001005865 通常枠 老若男女に愛される地域に欠かせないチョコレート専門製造 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00038 株式会社小松煙火工業 3410001007941 通常枠 花火大会等における「密集回避」会場設営ノウハウ提供事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00040 Ｊｓｔｙｌｅ合同会社 1410003002901 通常枠 「農業」×「先端技術」＝「スマート農業」を使って地域農業活性化 秋田商工会議所

東北 秋田県 R2051U00042 株式会社山本酒造店 6410003001808 通常枠 「発酵×観光」を体現する文化発信拠点整備事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00043 株式会社エス・ティー・シー 4400003000977 通常枠
事業再構築補助金を活用した「携帯ショップ事業から焼肉事業への事業再

編」
有限会社ジー・エフ・シー

東北 秋田県 R2051U00044 Ｔａｋａｍｉｔｕ株式会社 1410001008256 通常枠 下水道管路施設点検調査業務事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00051 若葉情報管理システムズ株式会社 4410001012115 通常枠 低所得者対応　有料老人ホームと通所介護の併設事業 秋田商工会議所

東北 秋田県 R2051U00052 株式会社Ｌｏｃａｌ　Ｐｏｗｅｒ 6410001010298 通常枠 人にも環境にも優しい新手洗い洗浄剤（化粧品）の開発 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051U00059 株式会社フレックス 8410001006121 通常枠
新製品「ユニットドア」の市場投入による新戦略展開で事業基盤の再構築

を実現する。
株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00064 株式会社秋田今野商店 1410001008173 通常枠 醸造由来微生物複合培養による機能性化粧品原料受託製造の事業化 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051U00065 株式会社ｈｉｎａｔａ 4410001010440 通常枠
秋田県の規格外農作物を活用した加工品、及びテイクアウトドリンクの製

造・販売事業
株式会社秋田銀行

東北 山形県 R2061G00001 株式会社ナカノアパレル 2150001001526 卒業枠
ＳＤＧｓに対応した多品種・小ロット・短納期・ローコスト・適量生産型

ベトナム工場の新設
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

東北 山形県 R2061U00003 有限会社東伸製作所 3390002016119 通常枠 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開事業 志磨　宏彦

東北 山形県 R2061U00005 株式会社東海林製作所 8390001004499 通常枠
ホブ盤導入とライン再編による小型動力伝達装置から大型歯車への事業転

換
株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00010 株式会社東洋開発 6390001007231 通常枠 西表コテージ型ホテル事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00012 株式会社くろげ 2390002003159 通常枠 ウィズコロナに対応した個室プライベート型トレーニングジムの提供 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00013 株式会社青木製作所 7390001015101 通常枠 自動車製造機械部品製造から半導体製造機械部品製造への新分野展開 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 R2061U00018 株式会社カワサキ印刷 5390001009815 通常枠
デジタル技術を駆使したＷｅｂ配信スタジオを活用するサイト構築及び動

画配信によるインターネット広告事業
株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00021 株式会社伊藤製作所 9390001000118 通常枠 自動車分野で培ったシール面加工技術を活かし医療機器部品製造への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00027 米沢放電工業株式会社 2390001010247 通常枠 微細形彫放電加工の新たな加工条件開発による製作リードタイム短縮 株式会社荘内銀行
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東北 山形県 R2061U00028 有限会社エコファーム長井 7390002015348 通常枠 やまがた森林（モリ）ノミクス参画と森林資源の活用による事業再構築 山形中央信用組合

東北 山形県 R2061U00029 株式会社高橋建匠 7390001013600 通常枠 感染症リスクを低減するリフォーム工事への進出による事業再構築 都筑　正之

東北 山形県 R2061U00030 株式会社渡辺螺子 9390001009167 通常枠 高度な動力伝達部品の２４時間新製造ライン構築！ロボット産業へ貢献 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00031 株式会社山形メタル 4390001008784 通常枠 新製品「無機塗装金属パネル」の生産と取引先拡大による売り上げ拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00032 株式会社結設計工房 4390001012349 通常枠 デザイナー・家具職人の作品販売を通した山形のモノづくりの発信 山形県商工会連合会

東北 山形県 R2061U00035 山里菜有限会社 4390002006176 通常枠 山形市初・蔵王発クラフトビール醸造・卸・小売・外食事業 山形信用金庫

東北 山形県 R2061U00039 株式会社飯塚製作所 8390001006066 通常枠
医療業界向け質量分析器の感度向上ＣＥインターフェイスの自社製品化に

よる事業再構築
株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00040 株式会社ザオウ製作所 3390001004768 通常枠 電気自動車バッテリー部品製造への参入による売上と収益の拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00041 サンフウ精密株式会社 5390001002423 通常枠
航空機部品の繰返生産から、医療機器部品・車載光学素子金型の単品生産

への展開
株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00042 プレファクト株式会社 3390001009619 通常枠 世界初クリープフィード＆プレン研削による４倍効率生産計画 株式会社七十七銀行

東北 山形県 R2061U00043 若乃井酒造株式会社 9390001011321 通常枠 食べる酒粕の開発と自社ブランドの粕漬けの製造販売 アンパサンド税理士法人

東北 山形県 R2061U00048 アヒコファインテック株式会社 2390001008514 通常枠 ５Ｇ世代通信機器に搭載される半導体基板の加工事業構築 株式会社旭ブレインズ

東北 山形県 R2061U00052 株式会社東北エンジニアリングプラスチック 6390001010805 通常枠
樹脂切削加工の異次元の品質と製造環境を実現し、アフターコロナを見据

えた成長産業分野への進出
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00056 中川　淑子 通常枠 農業とコンサルティング経験を活かして、新たなワインビジネスへ進出 山形信用金庫

東北 山形県 R2061U00057 山形精密鋳造株式会社 6390001011200 通常枠 部品複合化技術活用による建築金物（耐震金物）分野への進出 長井商工会議所

東北 山形県 R2061U00059 株式会社セルクル 5390001016200 通常枠 デジタル技術の活用とサブスク販売を主軸にした酒と惣菜の複合店 山形商工会議所

東北 山形県 R2061U00060 株式会社天童荘 8390001004474 通常枠 鰻専門店新設による「地元近郊客」向けの飲食サービスへの新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 R2061U00064 株式会社スイカのヤハギ 7390001015984 通常枠 地域農業と自社経営の発展に資する事業再構築 奥山　享

東北 山形県 R2061U00068 株式会社カナック 8390001009820 通常枠 ポリイミド素材のセンサーデバイスパッケージ成形用金型の事業展開 米沢信用金庫

東北 山形県 R2061U00071 漆山果樹園 通常枠 副菜用　新加工商品の開発による新規取引拡大の事業再構築 山形県商工会連合会

東北 山形県 R2061U00073 株式会社五十嵐工業所 9390001007443 通常枠 形状加工技術を活かした宇宙航空分野への進出による事業再構築の実現 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00076 株式会社清川屋 9390001007542 通常枠 お土産需要の低迷を受け、地元に根ざした食パン製造事業の設立 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00078 有限会社恩田製作所 7390002000498 通常枠 設備導入と自社技術開発によるウエハ製造装置部品への新分野展開事業 志磨　宏彦

東北 山形県 R2061U00080 株式会社かかし 8390001000416 通常枠
大型飲食店業態から高級食パン専門店を主軸としたテイクアウト・デリバ

リー・通販事業への業態転換
丹野　覚

東北 山形県 R2061U00083 株式会社リンクス 7390001005696 通常枠
次世代　地域活性化　オンライン＆リアルハイブリッド　イベント旅行代

理業
大貫　良一

東北 山形県 R2061U00089 日本刃物株式会社 4390001010039 通常枠 医療・汎用機械器具製造業分野への新規参入による事業再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00092 株式会社トップシステムエンジニアリング 9390001009225 通常枠
日本のものづくりのお客様同士の技術の強みを生かし元気にする商談マッ

チングサイトの構築・運用
株式会社山形銀行
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東北 山形県 R2061U00094 株式会社メタルプロダクツ 9390001009027 通常枠 業界トップの技術で取組む新分野展開で福島原発廃炉に貢献 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00098 株式会社佐竹成型 4390001011243 通常枠 アルミニウム切削加工技術への業態転換による事業再構築の取り組み 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00099 株式会社メトセラ 3390001014412 通常枠
細胞大量培養の自動制御システムの導入による再生医療等製品の自社開発

体制の構築
株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00100 橋本生花株式会社 8390001001579 通常枠 ＢｔｏＣへ参入する新事業　お墓参り時の新しい生花配達システム タスキー税理士法人

東北 山形県 R2061U00102 株式会社米沢牛黄木 5390001010194 通常枠 プレミアム冷凍料理食品開発の新規事業による販路拡大と事業拡大 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00104 株式会社銀山荘 9390001009200 通常枠 コロナ禍を乗り越える！旅館価値の多角化による進化のキッチン事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061U00109 株式会社岡村工機 4390002012661 通常枠 次世代産業用ロボット業界への参入 米沢信用金庫

東北 山形県 R2061U00110 株式会社朝日相扶製作所 8390001012171 通常枠 高品質木製家具製造の技術を活かした木製車いす制作による市場の拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00115 株式会社マインド 8390001010134 通常枠 新たに施設運営分野を展開し地域の可能性創出事業を開始する 米沢商工会議所

東北 山形県 R2061U00116 株式会社ＮＯＲＩ 7030001033477 通常枠 天然酵母・自家製粉の石窯パン工房と地域農産物の活用による事業再構築 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00119 オオホリ建託株式会社 2390001005809 通常枠
『やまがたＤＩＹパーク』　～触れて、試して、学べる、お家の自由空間

づくりをサポート～
都筑　正之

東北 山形県 R2061U00120 株式会社エミオン 7390001015687 通常枠
山形県初！旅行×介護×学び×働くＷａｋｕＷｏｒｋ共生型介護予防セン

ター
株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00122 株式会社島津鈑金製作所 3390001010386 通常枠 非鉄金属加工技術による食品・医療用装置向け部品供給体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 山形県 R2061U00123 有限会社三泰工業所 8390002015801 通常枠
製造経験のないソーラーポンプ部品とチップマウンター部品への新規進出

事業
山形信用金庫

東北 山形県 R2061U00127 湯野浜１００年株式会社 9390001015272 通常枠 湯野浜温泉街の空き地有効活用のために湯野浜コミュニティ食堂を開業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 R2061U00129 株式会社メタジェン 7390001014012 通常枠 腸内環境簡易検査に基づく個人向けヘルスケアサービスの展開 鶴岡信用金庫

東北 山形県 R2061U00131 古民家ライフ株式会社 3390001012548 通常枠 耕作放棄地及び放置林を活用した現代版里山計画による新分野展開 山形商工会議所

東北 山形県 R2061U00136 有限会社水戸部塗装 5390002016315 通常枠 地域密着型の塗装業から空家問題解決型リフォーム業へ事業再構築 山形県商工会連合会

東北 山形県 R2061U00147 株式会社高橋型精 3390001004925 通常枠
プラスチックに変わるデザイン性の高い生分解性紙製食器の製造・販売事

業
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061U00151 株式会社板垣水道 3390001008001 通常枠 木質バイオマス燃料「薪」の製造の為の機械導入と製造及び販売 山形県商工会連合会

東北 福島県 R2071U00003 有限会社イーネット・システム 5380002034012 通常枠 ロボットプログラミング教室「ロボ団」の運営に関する事業計画 内海　由美子

東北 福島県 R2071U00005 六洋電気株式会社 4380001001823 通常枠 日本初！カーボンオフセット廃プラ油の製造・販売事業へ業態転換 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 R2071U00009 株式会社Ｙ・フジ 8380001010465 通常枠 新分野展開における高精度、高精密製品製造への事業展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 R2071U00011 株式会社ヒカリネット 1380002006056 通常枠 見て触って学べる防災体験施設の設置による業態転換 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 R2071U00012 株式会社北福島タクシー 2380001000380 通常枠 タクシー配車業務のデジタル化による共通プラットフォームの形成 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 R2071U00014 株式会社フルーツファームカトウ 9380001026403 通常枠
Ｆｕｋｕｓｈｉｍａ　Ｆｒｕｉｔ　Ｆｉｎｅ　Ｆａｓｔ　Ｆｏｏｄ　ｐｒ

ｏｊｅｃｔ　ふくしまのフルーツを上質なまま手軽に提供
あおぞら税理士法人

東北 福島県 R2071U00017 株式会社おのざき 1380001012591 通常枠 新たな工場の立ち上げによる新分野への挑戦とＬＴＶの向上 滝田　薫
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東北 福島県 R2071U00019 株式会社永沢工機 2380001001081 通常枠 食品のＸ線による異物検査装置のステンレス板金製造事業への展開 株式会社常陽銀行

東北 福島県 R2071U00023 株式会社リード 7380001021182 通常枠
設備・人材に対する投資により金属加工能力を飛躍的に向上させ、半導体

需要を捉える
株式会社福島銀行

東北 福島県 R2071U00028 株式会社誠電社 2380001003747 通常枠 風力発電のエンジニアトレーニングセンター事業 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 R2071U00031 株式会社ＮＡＫＡＮＯ 4380001003332 通常枠 小型５軸マシニングセンター導入による手術用鋼製器械部品の製造 福島信用金庫

東北 福島県 R2071U00033 くいもんや暖 通常枠 郷土料理「はっとう」のインターネット販売による事業再構築 白河商工会議所

東北 福島県 R2071U00040 株式会社エージェーシー 3380001025807 通常枠 コロナ禍に対応した新たな就職支援サービスへの挑戦 滝田　薫

東北 福島県 R2071U00041 有限会社丸中建設 2380002016599 通常枠
運送業へ進出する為に、所有倉庫を活用し地域に不足する倉庫業も事業展

開する。
二本松信用金庫

東北 福島県 R2071U00044 有限会社テクノパーツ 1380002018902 通常枠 加工難度の高い医療機器部品、ロボット部品の製造へ新分野展開 税理士法人斉藤会計事務所

東北 福島県 R2071U00048 合同会社ＬｉｎｋＴＯＨＯＫＵ 3380003003364 通常枠 廃校舎を活用した「体験・食事・宿泊の複合サービス」への転換 株式会社東邦銀行

東北 福島県 R2071U00049 株式会社ハートランド 9380001008491 通常枠 児童書と玩具の小売事業から、複合カフェ事業の展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 R2071U00051 フジモールド工業株式会社 6380001016670 通常枠 プラスチック製品を医薬品業界へ供給開始するための専用設備導入計画 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 R2071U00053 株式会社楽エンタープライズ 7380001030522 通常枠 福島市初餃子テイクアウト専門店「餃子ラボ　らくや」開店 吉田　憲司

東北 福島県 R2071U00055 有限会社郡山産業廃棄物処理業 8380002009399 通常枠 テレビカメラによる下水管渠調査事業 添田　大輔

東北 福島県 R2071U00060 東北ネヂ製造株式会社 3380001013415 通常枠 再生可能エネルギー分野での高品質、太径ボルトの生産体制の確立 株式会社東邦銀行

東北 福島県 R2071U00061 株式会社イズムフーズ 3380001008662 通常枠 プロ定食屋水準のチルド惣菜を新開発し、ネット通販で全国市場へ挑戦 田村　俊和

東北 福島県 R2071U00063 株式会社松嶋 3380001028561 通常枠 会津東山温泉　郷土焼肉温泉旅館　月のあかり　ｐｒｏｊｅｃｔ あおぞら税理士法人

東北 福島県 R2071U00067 株式会社いわや 6380001012447 通常枠 東北初の韓流舞台美術セットとデジタル整形による婚礼写真事業 株式会社リョケン

東北 福島県 R2071U00068 大同精機株式会社 7010801006700 通常枠 医療機器部品製造分野においての新規参入の実現 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 R2071U00072 株式会社エクストエンジニア 7380001007900 通常枠 医療、及び、自動車電動化部品等脱炭素分野部品加工受注体制確立事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 福島県 R2071U00074 株式会社伊達丸コーポレーション 4380001004074 通常枠
ＥＳＧに即した新たな農業技術を構築し、県の基幹産業である農業の再成

長を牽引
坪井　亮

東北 福島県 R2071U00076 株式会社拡輪 9380001018350 通常枠 ３歳以上児の保育事業及び学童保育事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 R2071U00077 有限会社小池菓子舗 3380002034369 通常枠
洋菓子への進出による１８０年続く銘菓粟饅頭とその相乗効果による事業

再構築
会津信用金庫

東北 福島県 R2071U00078 株式会社ノナカ 9010401093724 通常枠 独自仕入希少木材をフックに家具製造でのニッチトップと地域貢献 高岸　諭生

東北 福島県 R2071U00087 福島セラミック株式会社 7380001003131 通常枠 時計業界全般に使用されるセラミック製品の製造ライン構築 株式会社常陽銀行

東北 福島県 R2071U00091 株式会社インテック 4380001003943 通常枠 オール福島で挑む！風力発電産業集積に向けたメンテナンス事業への参入 株式会社常陽銀行

東北 福島県 R2071U00093 須賀川観光タクシー有限会社 7380002019952 通常枠 ＩＣＴを駆使して地元密着の野菜工場立上げを目指す！ 須賀川信用金庫

東北 福島県 R2071U00096 株式会社リーフ 7380001011043 通常枠 映像制作事業を構築し、美容室、ブライダル事業との相乗発展事業 白河商工会議所
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東北 福島県 R2071U00100 株式会社サクラテック 7380001010202 通常枠
新たに樹脂加工の技術開発を実現し、新分野への進出を図り市場獲得を実

現する
税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 R2071U00105 奥会津交通株式会社 9380002034388 通常枠 中山間地域　奥会津柳津町瑞光寺スイーツパークの開業計画 株式会社商工組合中央金庫

東北 福島県 R2071U00109 株式会社商工給食 1380001008160 通常枠 新分野である新調理法を用いた食品の製造と売上の拡大 滝田　薫

東北 福島県 R2071U00114 株式会社キシモト 1380001004903 通常枠 最新長期保存技術を活用した新商品開発、販売先創出事業 簗田　久幸

東北 福島県 R2071U00121 株式会社Ｓ．Ａ．Ｙ 1380001018341 通常枠 福島県エクストリームスポーツ走行とエクストリームフードＢＢＱ 板倉　聡

東北 福島県 R2071U00122 株式会社サウンド・ストリー 8380001005275 通常枠
オンライン予約システムによる冷凍生地を使用した「焼き立てパン」の販

売事業
税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 R2071U00124 有限会社しんごＳＵＮ 2380002027687 通常枠 地域資源活用の焼き菓子開発で小売業から製造小売業への業種転換 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 R2071U00126 コバックス株式会社 7380001002042 通常枠 バーチャルリアリティーを活用したリフォーム＆リノベーション事業 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 R2071U00127 株式会社保安企画 4380001006566 通常枠
アスベスト含有外装材の安全な省力化除去工法と廃棄物減容化による環境

改善事業
税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 R2071U00130 株式会社黄日 7380001012140 通常枠 福島復興のための砕石製品等安定供給プロセス構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 福島県 R2071U00131 隂山建設株式会社 3380001004827 通常枠
「建設職人向けプラットフォーム」の開発／提供・関連サービス機材物販

事業
株式会社東邦銀行

東北 福島県 R2071U00132 株式会社一休さん大黒堂 2380001017251 通常枠
時代に合わせたビジネスモデルへ再構築を実施し新たな事業エリアに進

出！
一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 R2071U00136 株式会社たすいち 4380001023990 通常枠 和惣菜・パンｄｅたすいち 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 R2071U00139 株式会社ｍｔ．ｉｎｎ 8380001029753 通常枠 長期滞在型　ワーク×ヘルスケア　リゾートへの新分野展開に向けて 株式会社東邦銀行

東北 福島県 R2071U00141 田中建設工業株式会社 7380001017593 通常枠 世界初、無害無公害無添加で長期利用可能な液体ガラス加工木材の販売 会津商工信用組合

東北 福島県 R2071U00144 有限会社大東食品 2380002002046 通常枠 居酒屋向け焼き鳥製造業からスーパー向け食品製造業への事業転換 株式会社福島銀行

東北 福島県 R2071U00145 福島建機株式会社 2380001006444 通常枠 ＩＣＴコンサルティング事業 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 R2071U00147 株式会社コムテックス 3380001020171 通常枠 建築リフォーム工事業から住環境ＳＤＧｓを創造する総合工事業へ ＮＢＣコンサルタンツ株式会社


