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事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【中部ブロック】 ＊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

エリア名 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

中部 富山県 富山市 株式会社越州 9230001000406 老舗飲食店の調理技術を活用した新設セントラル・キッチンでの病院給食事業 越澤　勝

中部 富山県 高岡市 エフアイニツト株式会社 9230001009760 ニット製品のＯＥＭ製造技術を活かし自社ブランド直販事業立上げ クレアスト株式会社

中部 富山県 富山市 Ｖｉｎａｋａコーポレーション株式会社 9230001017788 『中華宴会業態から食事業態のとんかつ店の開業』 富山商工会議所

中部 富山県 南砺市 有限会社井波木彫工芸館 9230002009636 国産ヴィンテージ家具を活用した新分野展開による販路開拓 富山県商工会連合会

中部 富山県 砺波市 株式会社トナミ産業 8230001008342 意匠性・機能性の高い門柱一体型宅配ボックス及びオーダーメイド型門扉開発事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社太陽 8230001016535 大雪に負けない地域づくりに貢献！大型・特殊車両に特化した防錆塗装事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 オーアイ工業株式会社 8230001007022 ストッキング・タイツ製造から靴下全般製造への業態転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社バーテックス 2230001017852 地域の介護福祉施設と連携した完全予約型介護脱毛とリラクゼーションによる高齢者の全身ケア事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 相互印刷株式会社 9230001001420 ＣＴＰ装置導入で顧客ニーズに叶った完全内製化一貫生産体制へ業態転換 岩城　哲夫

中部 富山県 射水市 田仲司法書士行政書士法務事務所 シニア向け学習支援サービスの提供による相続承継業務の需要開拓 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＨＥＡＲＴ 9230001013696 白エビの加工品販売事業の立上げ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 ｋｕｒｏｒｔ 身体と地球に優しいエシカルな美容・カフェ・雑貨販売の複合事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 富山市 株式会社五條 9230001000926 とやまおでんを富山から全国へ。テイクアウト事業と通信販売開始 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 日石硝子工業株式会社 2230001010642 高性能スマート調光ガラスの製造～施工をワンストップで提供 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 中新川郡立山町 有限会社高見工業 3230002007224 車体・建材分野で鉄・ステレンスに加えアルミ材加工で新分野進出 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 三芝硝材株式会社 2230001010097 建造物高意匠化ニーズを捉える超大型板ガラスの開発とその高効率生産工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社黒田精型 1230001007061 海外外注からの内製化による新分野展開に向けた高硬度材高精度切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社双葉金属工業所 8230002011915 ＥＶ分野へのシフト実現に向けたアルミ鋳物高効率精密加工技術の高度化 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 有限会社山崎 9230002012441 １日当り施工回転率向上に向けた新たなコンクリート圧送サービスの確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡上市 株式会社富山プレート 4230001004790 デザイナーズ雑貨の製造・販売による自社完結型ビジネスモデルの構築 富山信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社奥野精型 4230001009419 社会・経済情勢に左右されないフレキシビリティを発揮する精密金型一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社渡製作所 2230001012151 医療機器分野への進出に向けた工場拡張及び専用製造ライン構築による事業再構築 新湊信用金庫

中部 富山県 魚津市 有限会社浦﨑商店 2230002007472 旅行客市場縮小を乗り越えるテイクアウト弁当とＥＣ市場への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 射水市 有限会社新湊モータース 3230002013734 若年層・ファミリー層取込みに向けた小型電気自動車販売プロセスデジタル化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社ゼフィール 2230001009098 業界初！サブスクリプション型セミオーダーペットフード企画・販売でペットの健康寿命延伸に貢献 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 五本水産株式会社 4230001000947 市場依存体質からの脱却のための一般消費者向け富山湾魚介類新製品開発とその生産工程・販路の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社さんわ 8230001014860 共働き世帯が安心して働ける環境作りに貢献！英語学童保育施設開設による子育て支援事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 ＣａｒｅｅｒＯＮＥ株式会社 6230001016314 健常者との協業・単純作業標準化の推進による障害者就業支援の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 氷見軽合金株式会社 5230001011662 ＥＶ分野への進出を実現する品質管理体制、リサイクル技術の高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社セカンド 4230001018205 新生活様式を支える農機具・車両の包括メンテナンスサービス実現 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社ディー・エス・フォート 7230002002213 創業事業への原点回帰のための総合デジタルハウススタジオサービスの開発 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 株式会社今井機業場 7230001008847 高柔軟性・高強度トリコット生地製造に向けた緯糸挿入製編加工技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社能田アルミ 4230001011639 新分野展開での高精度・低コスト生産のためのアルミ型材一貫生産体制の高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社上田工業 3230001016093 産業分散化、３ＰＬ業者へのステップアップの実現に向けたエンジニアリングサービス能力強化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 高岡市 高岡紙器印刷株式会社 4230001010426 環境負荷の少ない食品用一次包装紙器製造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社マエダ 3230001011706 産業分野多様化に向けた高精度・低コスト精密板金一貫生産体制の強化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 魚津市 富山達観建設株式会社 3230001017505 富山の地域社会、環境保全に貢献する除雪・土砂受入事業 大和信用金庫

中部 富山県 黒部市 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 冷凍ミールキット新商品開発・製造体制構築による直販ビジネスモデルの確立 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 西宮モータース有限会社 7230002002634 大型・特殊車両整備・修理事業への特化に向けたサービス提供体制の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社トミイチフーズ 3230001002705 ホタルイカ海外展開を加速化するための新たなスチームホタルイカ開発とその生産工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 株式会社カジメイク 1230001009842 卸売から小売へ。業界初の売らない店舗の開店と新製品の市場投入。 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社Ａｒｚｂｕｒｎ 2230001016094 冬の富山生活をサポートする除雪事業 株式会社北國銀行

中部 富山県 滑川市 特定非営利活動法人あすなろ倶楽部 8230005008776 低価格・高付加価値地域食材使用蕎麦商品提供体制の構築に向けた障害者支援プロセスＩＴ化の推進 新湊信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社松田自動車 3230001012555 ＥＶを中心とした専門店へのシフトに向けた当社ブランドイメージ強化のための新サービス提供体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 日本海ツーリスト株式会社 8230001008375 旅行業から事業承継による民宿経営に進出し、地域観光の起爆拠点とする。 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 株式会社ニチイロ建築計画 5010901032945 「産廃」を利用した環境配慮型事業と旧中心市街地空き店舗活用 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社光神 2230001005683 ゼロエミッションに対応、電気自動車新車市場に進出 株式会社中小企業経営センター

中部 富山県 高岡市 株式会社広上製作所 7230001010745 電子部品市場の高精度長尺大ロット対応要請を捉えた当社生産体制の再構築 高岡信用金庫

中部 富山県 中新川郡上市 富山倉庫株式会社 3230001004800 多品種少量・高回転倉庫保管ニーズ対応に向けた倉庫管理自動化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 光陽興産株式会社 5230001009995 貸切風呂、貸切サウナ主体の自然一体型温浴テーマパーク事業 株式会社福井銀行

中部 富山県 下新川郡朝日町 株式会社秋山クリーニング 8230001007567 総合洗濯サービスへの進化による生活必需ビジネスモデルの再構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 小矢部市 株式会社本堂精工 8230001009134 装置製造事業を立ち上げ、スペックインを実現する装置開発によるコロナショックからの脱却 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社オレンジ 3230001014691 車両整備工場創設による障がい者就労機会・売上の創出 にいかわ信用金庫

中部 富山県 高岡市 松匠 地場産材の循環利用の確立とＩＴのＢＩＭ導入とを組み合わせた新築事業展開計画 高木茂信

中部 富山県 富山市 株式会社フォー・ワーカーズ 5230001015531 旅館が展開する地産地消の個人向け弁当店頭販売事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 株式会社小西商事 2230001012416 ウォータージェット工法を用いた道路補修事業への参入 株式会社北國銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社遊酒 4230001016803 地元企業と連携した若手ビジネス人材育成コミュニティの形成 高岡商工会議所

中部 富山県 小矢部市 神島印刷株式会社 3230001008958 フリーランスクリエイターとの連携によるデジタルコンテンツ事業への新分野展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 株式会社山祐キャスト 6230001011125 製造中子サイズ、形状へのフレキシブル対応性の強化による半導体分野へのシフト 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 高野運輸株式会社 5230001005631 ３ＰＬへのステップアップのための大型精密機械ワンストップサービス提供体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 株式会社富士機工 6230001010770 特殊・オーダーメイド工具メーカーへの飛躍 太田　直充

中部 富山県 射水市 ダイワメタル株式会社 3230001012464 産業多様化・分散化に向けた高精度高純度アルミ母合金製造技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 株式会社宮下組 5230001011043 三次元データ活用土木施工による生産性向上を通じた新分野へのサービス展開 高岡信用金庫

中部 富山県 魚津市 インディラ セントラルキッチンでのインド料理食品の製造体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 日本セック株式会社 6230001012726 ものづくり企業支援能力強化のためのシェアリングマッチングサービスの開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社グラフ 7230001006090 高品質グッズ制作と情報発信拠点の新設によるスポーツマーケティング事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 黒部市 骨盤カイロプラクティック　優みん 整体と食事法指導を組み合わせた新サービスの提供 黒部商工会議所

中部 富山県 黒部市 有限会社シザーズ・ジャパン 2230002008644 高付加価値な医療用ハサミの製造・販売による新分野への展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社若野鋳造所 8230001011180 高品質鋳鉄の量産プロセスを構築し交通インフラ市場へ進出 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 有限会社日本海警備 8230002012450 天然氷・地元果物を使ったカフェレストランの開業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社ＴＯＣＯ 2230001015518 個室サウナ付きコンテナゲストハウスで地域活性化とＳＤＧｓへ寄与 株式会社北陸銀行
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中部 富山県 南砺市 株式会社マックス加工 4230001009055 ＢｔｏＣビジネスへのシフトに向けた高利便性製品低コスト生産体制とその販路の構築 高岡信用金庫

中部 富山県 射水市 ミユキ化成株式会社 4230001012868 高機能材料を活用した付加価値の高い医療機器部品の製造 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 高野精密工業株式会社 4230001005310 トレーサビリティを確保した生産体制国内再回帰による大型サーマルプロテクタ―の販売拡大 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 株式会社丸豐製作所 2230001012556 高精度低コスト短納期での鉄骨加工受託体制の構築による新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社廣昌堂 4230001012678 機能分化ニーズ取込みのための受託事業領域選択と集中 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社サミット 7230002004333 多雪地域におけるロードサービス業界の課題解決に繋がる新分野への挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 エール・キャリア株式会社 3230001017059 高年齢者による高年齢者のための家事代行マッチングサービスの開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＴＨＧアセットマネージメント 2230001016243 介護サービス面的展開に向けた介護事業と介護人材育成インキュベーション事業への進出 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 有限会社タジマ精工 2230002006202 Ａｉ機能搭載の５軸複合加工機による難削材加工等の短納期一貫生産体制の構築及び成長分野への進出 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社つばさ運輸 6230001015992 地域輸送サプライチェーン高度化を実現する建築資材メンテナンス・輸送・保管サービス提供体制の構築 灰谷　直樹

中部 富山県 南砺市 株式会社池田組 2230001008892 ＩＣＴ対応およびドローンを活用した新規事業、Ｍ＆Ａを契機とした建機リース・修理事業の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 マルナ 美と健康をテーマとした１棟貸し宿泊・ワーケーション施設の開業 高岡商工会議所

中部 富山県 滑川市 有限会社カネツル砂子商店 8230002008845 ボイルホタルイカを柱としたＢｔｏＣビジネスの加速化のためのホタルイカ産業観光拠点の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 合同会社ＭｏｎｓｉｅｕｒＪ 6230003001644 ＤＸを活かした体験型仏菓子専門店の展開と冷凍パンＥＣビジネス参入 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 株式会社カイスイマレン 3230001009824 水産資源を持続的に維持されるために陸上養殖に必要な陸上養殖用人工塩の開発 高岡信用金庫

中部 富山県 砺波市 西陵株式会社 6230001008286 複雑三次元切断加工の事業領域拡大を通じた自動化機械分野への進出 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社文苑堂書店 8230001010752 実店舗と新たに構築するＥＣサイトとのボーダレス化を図り、データ活用による販路拡大を実現する業態転換事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社ラ・セリオール 2230001016177 ペンションから長期滞在型リゾート旅館への転換による事業再構築 中田　祐輔

中部 富山県 高岡市 株式会社平和合金 9230001010826 アート分野・ＢｔｏＣビジネスへの参入に向けた高精度・高効率原型製作体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ココロ 7230001017212 『地域コミュニティ支援型コワーキングスペース』提供サービスによる新分野展開事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＦｕＫｕＴａ　Ｉｎｃ． 6230001016586 富山県のソウルフードとして全国に発信。新しい市場開拓を通じて、コロナを勝ち抜く。 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 キュアコード株式会社 4230001014154 新分野のヘルスケア・医療の研究支援クラウドサービス提供事業 富山商工会議所

中部 富山県 氷見市 有限会社磯波風 3230002012736 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 小松市 有限会社海老食肉センター 3220002010435 老舗食肉卸売業者が食肉小売店を新規出店！家食市場を獲得！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 珠洲市 珠洲織陶苑 珠洲焼作陶体験と奥能登文化・風土を味わうオーベルジュへの新分野展開 珠洲商工会議所

中部 石川県 白山市 合同会社クェスチョン 9220003001428 リアルとオンライン併用による事業承継後継者教育サービスの展開 白山商工会議所

中部 石川県 白山市 有限会社川崎寝具店 7220002008995 ２Ｄ足型計測システム導入による子供靴専門店への業態転換事業 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ＶＡＮＤＥＲＢＩＬＴ 8220001022971 【アンティークとモダンの融合】空間作りも提案するアンティーク家具販売事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 おきまち整骨院 整骨院のノウハウを活かし、最新鋭機械を使ったエステ・脱毛事業への進出 西村伸郎

中部 石川県 金沢市 株式会社加賀麩不室屋 9220001001990 体験型複合施設の建設と動画配信による観光事業への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 株式会社能登オーシャンファーム 5220001023980 【生食用】牡蠣の独自ブランド製品での新市場進出による事業再構築事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アバンタージュ 9220001010348 英語教育・学習プロセスＩＴ化による商圏拡大を実現する高コミュニケーション英会話コンテンツ開発 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 瀧の川運輸株式会社 1220001015387 敷鉄板レンタルサービス事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社勇飛 2220002008174 アクティブシニア層向けに地域の隠れた逸品（食品）を提供する無店舗型小売業 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 中野　智文 ポストコロナ時代におけるＤＸを活用したショールーム式パーソナルジム 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 シンク・クリエーション株式会社 8220001009770 日本の英語総合力向上のためのオンライン英会話プロジェクト「英検革命」等の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 白山市 リーフ 造園・林業・農園機材の修理・メンテナンスの新サービス事業へ挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社シーイーワークス 2220001022085 梨ドリンクや梨狩り体験等で観光誘客を図る新事業展開の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡内灘町 有限会社ＣＯＲＡＺＯＮ 7220002016461 宿泊業から改葬や終活で需要が高まる「粉骨」事業への業種転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社松兼 3220001006590 業務用加工食材卸売業から金沢の地元食材を活用した宅食用販売への新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 河北郡内灘町 パールドライ クリーニング店からラグジュアリー服の全国展開メンテナンス業へ たかなり税理士法人

中部 石川県 能美市 牟田陽日 九谷焼の体験型ファクトリーショップの開設 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 セットサロン　ヘッズ 毛髪改善をメインとした美容院の開業による新分野展開事業。 株式会社北國銀行

中部 石川県 輪島市 鼎舎 伝統を受継ぐ輪島塗職人、漆芸作家と消費者が繋がる新サービスによる高付加価値業態への転身 輪島商工会議所

中部 石川県 野々市 有限会社ファスタイム 3220002007935 北陸３県では初！！　本格ハワイアンフードが楽しめる喫茶店『ＡＬＯＨＡ　ＣＯＦＦＥＥ』をオープン のと共栄信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社運転代行新選組 8220001018598 運転代行からキッチントレーラーに、そして旬のものをよりおいしく 税理士法人宮田会計

中部 石川県 白山市 フレキシブルジャパン株式会社 5220001024599 顧客との一体性を生み出す店舗作りのノウハウを生かし、焼き肉店への新事業転換 吉田　功

中部 石川県 金沢市 株式会社ドローンショー 2220001023067 ドローンショー用ドローンの販売事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｈ．Ｔ．ＴＲＡＩＮ 1220001022219 既存店舗を最大限効率化！商品開発・オンライン・卸売や店舗売の食肉販売事業の構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 有限会社西村商店 4220002004428 美と健康に最適！「湯葉ごはんの具」中年女性向け冷凍食品の開発 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市 昭和大衆酒場ハイカラ横丁 コロナ禍に対応したトータルビューティーサロン開業での事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社サヴェージクリエイティブ 6220001017115 観光客と地元のお客様向け、スペインデリカテッセン事業 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ウルトラパワー 5220001022834 ウィズコロナ時代の中食ニーズに応えたピザ事業の実施 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社近江町ストアー 7220001001596 高齢者のための衣料・介護用品の宅配サービス開始から業態転換を図る 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社メルシー 9220001014274 中古ブランド品の買取・販売事業による新たな事業展開 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 株式会社ＫｉＳＴＥＣ 6220001015952 伸縮性ネットを活用した建設現場の生産性・安全性を高める資材の開発 石川県商工会連合会

中部 石川県 能美市 株式会社オンワード技研 2220001012747 高齢化社会に対応した医療系部材製品化による事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社モバイルコムネット 1220001009208 グランピング×ドッグラン×地元食材の活用で地域の魅力を丸ごと楽しむことが出来る宿泊業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 金沢市 キタオ株式会社 3220001002284 金沢初の「コンサルティング付きシェアサロン事業」でＶ字回復！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社本保熔接 5220002007603 合金溶接加工への新分野展開による半導体製造装置の納期的課題の解決 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 株式会社魚春水産 3220001016301 エンドユーザーへの直接販売に向けた冷凍調理済み製品生産・販売体制の構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社島製作所 1220001017532 高機能・軽量・小型精密歯車開発とその高効率生産工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 塩﨑化成工業株式会社 6220001018435 バイオマスプラスチック製品の製造で持続可能な事業に進出 加賀商工会議所

中部 石川県 能美市 有限会社ＳＴＫ機械 5220002013386 工作機械付属装置の組立に参入し、高付加価値製品の製造を目指す 株式会社北國銀行

中部 石川県 野々市 有限会社高田商会 1220002000512 ＶＲとリアルの長所を併用した「ハイブリッドショールーム」事業 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社キーストーンプランニング 8220001002222 アーチ形状技術の応用で建築業からトレーラーハウス製造販売事業へ業種転換する事業 金沢信用金庫

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社山本製作所 8220001017716 産業分散化に向けた一貫生産体制の強化のための高精度低コスト連続旋盤加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社デンテツ運輸 7220001004450 デンテツ運輸ＤＸ化した大規模物流センターによる次世代の食品倉庫運営 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 トラストアップ株式会社 5220001022116 中古農機具買取・整備・販売事業へのシフトによる経済情勢に左右されない経営体質の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社大徳鉄工 2220001017597 大型・難削材高精度加工技術力を活用した新分野展開に向けた生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 株式会社辰実不動産 4220001016060 空き家を活用した宿泊サービスと田舎での暮らしを望む移住者向け専門の空き家マッチングサービスで地方創生を実現する 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ
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中部 石川県 小松市 株式会社ツール 9220001012963 小規模事業者向け　金属製品検査受託事業 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 土本精密工業株式会社 7220001004343 多品種高速・精密自動連続生産技術の確立による一産業依存体質からの脱却 金沢信用金庫

中部 石川県 輪島市 のと×能登 ＂獲って作って食べる”アウトドア・アクティビティ体験型宿泊所 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 日本海観光バス株式会社 1220001013333 バス会社が行う待合所を兼ねたカフェの運営及びキッチンカー販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社ＭＯＮＯ 7220001022097 フィットネスジム経営事業計画書 吉田　功

中部 石川県 能美市 株式会社竹内鉄工 8220001021164 鉄骨溶接ロボットシステム導入によるＭグレード市場の新開拓事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社かあてんや 1220001001726 加賀友禅の壁面パネル製造とサブスプリクションサービスを開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社総合園芸 2220001003738 替えない＆捨てない！ＳＤＧｓ時代の「永く育てる」オフィス緑化事業 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社建築工房正勝 3220001011137 子育てママに癒しの時間を！衣食住を彩るカフェ雑貨販売への展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 ＦｅｅＬ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 8220001023326 能登半島の自然や文化を体感できる一棟貸切型コテージ事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 有限会社ツバタ水夢倶楽部 8220002003905 顧客生涯価値最大化に繋げる高付加価値サービス開発によるパーソナルスイミングスクールへの脱却 金沢信用金庫

中部 石川県 七尾市 ジェーケーワンフーヅ株式会社 7220001018764 安全・安心国産養殖アワビの加工食品製造・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 七尾市 飛田水産 能登産の本物の牡蠣と雄大な景観をまるごと味わえる牡蠣専門店の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社アトラスサービス 2220002007886 サプライチェーン強化のための、デジタル化による裁断専門業への進出 竹田　健一

中部 石川県 七尾市 インスボーディネイション ハイクオリティ画質とオリジナル音源の動画（映像）制作事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社利水社 5220001007496 ナローマルチビーム測深機による３次元データの活用と地理空間情報サービスの提供 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 高千穂工業株式会社 9220001004052 ＩＣＥ依存型企業から高精度ロボット部品の動力伝達におけるニッチトップ企業へ 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ソレスト株式会社 3220001018883 フランチャイズ本部構築と管理アプリの開発で新規エリア開拓へ 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社小林俊三工業所 6220001002810 板金加工業から医療機器の製造業への飛躍に向けた事業の再構築 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社マツカワキカイ 1220001009439 ハイテン材を用いた軽量かつ高強度コンテナの加工ラインの製造事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 富士精機株式会社 3220001005758 市場成長が見込まれる次世代トランスミッション部品製造への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社田中電気システムサービス 8220001021981 太陽光発電設備に特化した除雪・除草サービス事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 北崎自動車工業株式会社 7220001002314 先進安全システム搭載大型車両整備・修理事業への集中のためのサービス提供体制の高度化 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 Ｓｐｅｒａｎｚａ株式会社 1220001019009 北陸初！完全個室のフィンランド式ロウリュウサウナ『ＳＯＮＯ１（ソノイチ）』への事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ソロモン 7220001008055 『青ぞらハウス』のライセンスを体験用ショールームを通じて販売。住環境のゼロエネ化に貢献する。 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 金城交通株式会社 3220001002276 道の駅のリノベーションによる観光スポットへの再生・進化事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 シシクアドクライス株式会社 1220001006997 高機能ウレタンキャスタの開発と内製化による多様化する社会ニーズへの対応 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 鹿島郡中能登町 株式会社ケー・エヌ・テー 1220001015692 車両用産業資材向け混繊糸の生産体制構築による新分野展開 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社さいがわコーポレーション 8220001011578 専門飲食店への業種転換に向けた高付加価値飲食メニュー開発と新たなサービス提供プロセスの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 金沢市 マクリハニッシュ 白山比咩蒸留所設置運営事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 有限会社浜辺漁業 8220002014695 「美川丸直送！！きときと魚の自社ブランド加工食品販売！」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 有限会社ヤマキ漬物 5220002011687 高付加価値漬物製品でのＢｔｏＣビジネスへの転換に向けた新製品開発とその生産工程、販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社アントール 9220001016238 複合現実による３Ｄ設計を起点とした３階建て４世代３世帯住宅の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社鏑木 6220001010565 次世代観光を実現する新旧美術と工芸が融合した観光施設事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社バイセル 4220001005253 メンテナンスを中心とする建設系機械事業への業種転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 ウーヴァウーヴァ イタリア料理店が手掛ける自然派ワイン店（ショップ＋ラボ＋イートイン）の再構築事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 食堂だるまや 人気の定食の店が料理の腕を活かしておいしい賄いつき下宿を開業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社伊藤グリーンワークス 8220001022088 植木屋が薪ストーブと薪の販売を開始、四季を通して快適な自宅時間を提案 半田　武志

中部 石川県 金沢市 安達写真印刷株式会社 4220001000782 当社オリジナル「ピクチャブック」開発による新規顧客層の開拓 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社愛昴 9220001019182 地元野菜を新鮮冷凍でお届けします！障がい者施設による冷凍カット・加工野菜事業の構築 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 南熔工業株式会社 3220001012250 溶接ロボットシステムによる自動生産体制の再構築と半導体分野の新規需要獲得事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 鳳珠郡能登町 ｂｅｎｃｏｔｔａ 食と地域文化で人を癒す「Ｕ―ＮＡＧＯホテル」宿泊事業 興能信用金庫

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社能西水産 9220001020925 能登の鮮魚を活かした総菜の小売店舗を新規開店！ 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 加賀電化工業株式会社 9220001001982 長尺品の高精度加工内製化と新メッキ開発で次世代電池製造装置部品生産へ挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社清水亭 6220001003354 兼六園の立地と景観を利用した観光業からブライダル事業への転換事業 田中　宏司

中部 石川県 金沢市 有限会社海鐵工 5220002001317 新工場の建設と溶接ロボットの導入により業態の転換を実施する ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 鳳珠郡穴水町 コーストテーブル 自家養殖の牡蠣と能登の里海を心ゆくまで堪能できる宿泊施設の開始 のと共栄信用金庫

中部 石川県 輪島市 四十沢木材工芸 ＢｔｏＣビジネス加速化に向けての新たな当社オリジナル製品ブランディング戦略の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 有限会社大井工業 2220002010361 大型品の高精度加工内製化による電池製造設備部品へ挑戦とプレス機用補給部品の供給拡大 はくさん信用金庫

中部 石川県 白山市 藤場機工 業務用洗濯機修理業としての強みを生かした低コストコインランドリー事業への進出 宮西　邦夫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＭＡＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＲＯＡＤ 7220001020646 地方の中小企業の採用力を高める、採用ＤＸ推進事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 有限会社越原商店 6220002000128 新ブランド「白山冷菓子」立ち上げプロジェクト 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 小松市 株式会社Ｂｉｋｋｅ 9220001021411 賞味期限を３カ月伸ばせる低糖質・高栄養化のパン開発にてＢｔｏＢ市場への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 大地の虫株式会社 1220001011510 健康志向、食品ロス削減、防災食に注目した乾燥野菜等の食料品製造業への転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社三ツ村クリーニング本店 9220001012468 コインランドリーの集客力を活用し冷凍食品無人販売する事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 株式会社さいち 5220001010351 建設現場の生産性を向上させるユニットラス型枠の製造 株式会社福井銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社七尾自動車教習所 6220002013955 都市部人材と地域課題＆資源を繋ぐ！日本初のリビングラボ型ホテル事業への挑戦 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社リアル・エイト 2220001020683 金沢初　非接触型会員制隠れ家ＢＡＲ むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 毎田染画工芸 高級宿泊施設・高級住宅に向けた加賀友禅を用いた照明パネルに係る新規事業開発 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 株式会社松井製作所 4220001006581 半導体部品分野への参入を実現するための高精度加工ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 高忠デンタルクリニック 家庭教師のプログラムを組み込んだ新たな歯科矯正ＤＸ事業 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 アリカ　ヘア　デザイン ウィズコロナに求められる温もり感じるアロマ事業で地域活性化 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 珠洲市 株式会社のとさく 4220001016944 ＩＣＴ施工技術導入により高品質低コスト短工期施工体制を構築し新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 石川県 能美市 はとや電器株式会社 7220001018434 超高齢化・情報化社会に対応したＩｏＴ介護リフォームパッケージ事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 野々市 株式会社高井製作所 6220001000401 高精度低コスト短納期を実現する金属加工技術の導入と製造環境の整備により大豆ミート製造機械分野へ新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 株式会社ケージーテクニカル 2220001016021 受注産業一極集中回避に向けた高精密・高効率加工特化体制整備による超硬合金加工技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 合同会社エムズガレージ 3220003002695 「強み」を磨き、「電子制御装置整備」へ新分野展開　同業者からの外注獲得事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 七尾市 民宿つるや 民宿からペットの見守りサービス付きイタリアンリストランテへの事業転換 のと共栄信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社浅野太鼓楽器店 3220001008934 製造一本鎗からスタジオ開設で、北陸から太鼓奏者の裾野を拡げる！！ 白山商工会議所

中部 石川県 白山市 金沢スプリング株式会社 9220001009084 ステンレス製大型精密板金外装カバー製作による半導体市場への進出 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＯＮＥＯＮ 9220001024471 セルフエステでアフターコロナの身近なキレイになりたいに応える 税理士法人宮田会計
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中部 石川県 白山市 株式会社ＢＢＳ金明 8220001009358 画像処理技術を活用した革新的な「製造現場特化型－生産管理システム」による新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 株式会社ライデンペール 5220001021191 “生産者と店舗をつなぐ”韓国マカロンの製造販売事業への業種転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社灰田鉄工 8220001013748 金属加工技術の刷新による建設用金属製品製分野への再参入 大串　智之

中部 石川県 金沢市 有限会社清正商店 8220002002270 花に囲まれたカフェ開業による事業の柱構築と地域活性化への貢献 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 株式会社フィットアカデミー 4220001018866 ＩＣＴで地方の教育格差を解消し地方人材を育て、地方を守る事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 岐阜県 羽島市 丹羽商株式会社 6200001004098 介護福祉施設の負担を軽減するウェアラブルデバイスによる見守りサービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社ＢＲＡＩＮ 3200001030675 観光地での飲食店から人口集積地でのデリバリー飲食店への転換 犬山商工会議所

中部 岐阜県 瑞穂市 ｂｏｎｉｔａ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 4200001039716 フリーランス美容師の支援事業を通して収益源の多角化を図る計画 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 土岐市 有限会社丸藤工芸 8200002021660 タイルをもっと自由に、もっと楽しく！！あそべる床材【ＦＵＮタイル】事業で請負型ビジネスから提案型ビジネスへの進出 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＡＤベイシス 2200001012880 ハイブリッド型英会話スクール及びレンタルスペース事業の運営 遠藤　久志

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社サンポークレド経営研究所 1200001031568 喫茶店が仕掛ける揚げたて揚げパンのテイクアウト専門店 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 たまご 子育て世代に嬉しいサービスを提供　隠れ家レスト～たまご～開店 羽島商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 レゾンプランニング株式会社 7200001036652 看板製作事業から、自動車ラッピング事業へ進出するための体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社岐阜武 8200001009863 店舗スタッフのＤＸ化で実現！高機能ＥＣ構築で叶えるオフラインとオンラインの共存事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社超一流 4200002008488 『滞在型スターアップ支援・国際交流オフィス』開業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 郡上市 有限会社さんぷる工房 3200002028132 ポストコロナを見据えた地域に貢献できる持続可能な有料施の開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 山県市 株式会社小瀬青果 7200001030093 夏野菜取扱に進出し、コロナ禍でも安全安心の野菜を通年提供 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 Ｈｉｎｏ担担麺ｋｏｋｕｕ 担担麺人気１番店のメニュー開発力を生かしたカフェ事業への挑戦 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 有限会社和良工業 4200002028057 管理栄養士監修メニューの提供食堂、惣菜販売 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 ひるがの分水嶺 アフターコロナを見据えた貸別荘による長良川源流ワーケーションスタイルへの転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社リグスタイルカンパニー 5200001032604 パッシブデザインの特徴を生かした高気密高断熱リフォーム事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｔ．Ａ．Ｇ 9200001001836 子供の心身を鍛えるベースボールアカデミーの新規開設。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社光花 8200001036420 廃棄花を長期保存加工し、加工花のワークショップで地域のコミュニティを創出する新事業 翠　健治

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ベアーズタウン 6200001036637 地域密着型焼肉店のフランチャイズ展開を実現するためのセントラルキッチン建設 斎藤　秀樹

中部 岐阜県 各務原市 かみお接骨院 接骨院が新たに健康維持と管理を行うストレッチジムの運営事業 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社美津山 4200001021062 【洗う、以上のよろこびを！人と環境に優しい洗剤不使用コインランドリー】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 関市 丸山　公子 葬祭司会業から強みを活かしたエステティック業への業種転換 久保田　昌宏

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社かんぜん 3200001000959 受注方法の見直しによる意匠金属建材の小売・加工販売への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 齊藤 岐阜県千代保稲荷神社の参道で自家製焙煎コーヒー豆専門の小売店 岡田　悦子

中部 岐阜県 恵那市 恵那峡テニスクラブ 見守るコインランドリーから、地域密着サポートするコインランドリーへ 恵那商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社西設備 9200001035768 工業用コンプレッサーとボイラーの設備配管の工業化に取り組む 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社杉半 9200001033805 大手メーカー商品卸業から自社製品卸業「メーカー商社」への転換 可児商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 株式会社仁太郎 4200002024097 和菓子屋のノウハウを活かした食べ歩き専門店の展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社丸高 1200001028052 新たな直営店の運営を行い、更なる売上と消費者ニーズ獲得を図る 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＦＵＪＩＳＨＩＮ 1200001034793 河川現場からスマートな建築業界を作る！ドローンを生かした測量ＤＸ事業 若山　哲生

中部 岐阜県 山県市 株式会社田中アルミ 7200001006548 地域のライフスタイルに対応するエクステリア事業への新たな展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 カネ一陶料有限会社 7200002021959 窯業原料加工技術の応用で日本の半導体産業を救う！【半導体封止材用原料製造】事業で挑む半導体事業への進出 東濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 有限会社八幡化成工業所 5200002016556 自動車製品依存脱却へ！電子機器部品製造による事業再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 はち工房こうけつ コロナ禍・アフターコロナに生き残る、体験型新サービスの商品化 恵那商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社第一産業高山本店 9200001024936 飛騨・美濃発　アンテナショップ機能を備えた家具・インテリアショップ開設 高山信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 珈琲屋 ウィズコロナ・ポストコロナ時代に適合したテイクアウト型カフェへのビジネスモデルの転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三味 3200001002294 ＥＣサイトを活用した業務用食材のロングテール市場開拓 日比　大介

中部 岐阜県 岐阜市 スパゲティーおかだ屋 コロナ渦での非対面主体の焼肉業態への新分野展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社心介 4200001028933 飛騨牛焼き肉店への事業転換とインバウンド需要獲得に向けたアフターコロナ対策 丸山　学

中部 岐阜県 中津川市 株式会社ＮＢＣ 5200001024246 中山道上宿「一里塚の宿」を開業する為の建物改築 髙木　利彦

中部 岐阜県 中津川市 株式会社システムヨシムラ 6200001023379 『先生の「分からないが分かる」に変わる！ＤＸ体験』事業 鈴木　勇二

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 野村建築 建築技術を活かした宿泊事業展開で地元地域経済に貢献！ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 有限会社ＭＳＴ 4180002058676 コロナに対抗する「免疫力向上・血流促進エステ＆ヘッドスパ」のエステ・美容院一体型サロン 高橋　英明

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＴＳＵＫＡＳＡ 7200001027503 福祉施設に特化した防災アプリの提供事業 小津　寿樹

中部 岐阜県 高山市 株式会社橘屋 2200001024926 地域ブランド飛騨豚を炬燵の個室食事処で食べられるレストランの開設 高山商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社ユニオン・オート・ワークス 6200001018461 熊本名物ホットドッグの移動販売とキッチンカー製造販売事業開始 權田　成悟

中部 岐阜県 下呂市 有限会社下呂特産加工 8200002027261 飲料・菓子メーカーに新たな風を吹き込む「超あらびきプロジェクト」発足 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社西美濃はなのき 9200001016875 そば店から地域農産物の直売所とテイクアウトサービスへの業態変換 大垣商工会議所

中部 岐阜県 可児市 いまわたり鍼灸接骨院 鍼灸師が手掛ける非接触型脱毛・美容鍼による健康美の提供 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 おさんぽ日和 地域のペットツーリズム推進に向けホテル仕様に近い宿へ再構築 間地正躬

中部 岐阜県 高山市 カフェ植村 自社栽培のフルーツを使用したスイーツ業への新事業展開 高山商工会議所

中部 岐阜県 可児市 マウスネット株式会社 2200001018671 通信・アイドル事業から相乗効果を生むフォトスタジオ事業を実施する 新本　浩貴

中部 岐阜県 各務原市 株式会社Ｋ＆Ｓｃｏｒｐ． 8200001035694 犬のセルフドックスパ「わんだふ」の新事業展開と新市場開拓事業 各務原商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社Ｆ－ｔｅｃ 2200001034628 人材不足に悩む建設会社の生産性を向上させる建設機械製造販売事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ギフ加藤製作所 8200001001259 ＥＶ用電動ブレーキ主要部品の生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 各務原市 常盤工業株式会社 9200001007338 環境・安全に貢献する新規鋼材切断機製造への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ケイナンクリーン株式会社 4200001023950 バイオディーゼル燃料とグリセリン洗剤製造事業により循環型社会に貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社河村製作所 4200001024156 空気清浄機用部品金型への新事業展開でコロナ禍での環境保全に貢献する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ワイエス・コーポレーション 8200001008205 自社栽培バナナ（国産）を使った６次産業化事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社イブカ 2200002011782 出張整備＆緊急タイヤ交換サービスができる車両整備事業への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 九重化成株式会社 5200001001963 「介護食は超高齢社会の日常食」これから超高齢社会に向けて、介護食事業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社アイギハウジング 4200001023620 地域寄り添い建築を進化させた一枚板家具と製材への事業領域拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社三陽ファイデルジャパン 5200001008835 設備製造の強みを活かし、顧客要求の高いシリコンゴム素材加工への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社モランディーナ 5200003003157 地域を巻き込む！ＩＴ×Ｂ型就労支援×スポーツ施設事業						 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 株式会社新田製作所 6200001023503 精密金型加工で培った技術を活かした精密機械部品分野への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 各務原市 旭精機株式会社 3200001006816 医薬品製造ライン部品製造およびメンテナンスへ参入する新分野展開 岐阜信用金庫



5 / 18 ページ
事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【中部ブロック】 ＊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

エリア名 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

中部 岐阜県 恵那市 株式会社シエント 1200001027764 「東濃５市初」重症心身障がい児の通所サービスと「恵那市初」ターミナルケア対応型高齢者居住サービスの実現 株式会社森田経営

中部 岐阜県 郡上市 有限会社名岐サービスセンター 6200002028006 ＢｔｏＣ　スチールホイールコーティング事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 弥栄工業株式会社 1200001007592 オフグリッドトレーラーハウス、キッチンカー製造による社会貢献実現。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ユニオン機工株式会社 4200001023595 他社の模倣が困難な鋳造技術・生産体制の構築による次世代自動車への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社中島窯業 8200001022049 「高齢者福祉施設向け高品質床タイル製造」等に向けた新製造ライン構築事業 株式会社エベレストコンサルティング

中部 岐阜県 高山市 スウイング 在日外国人および観光客をターゲットとした飲食事業への新規参入 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大村建設 1200001000812 一般土木業から、アスベスト除去事業への新分野展開 税理士法人ＳＨＵＥＩ

中部 岐阜県 下呂市 株式会社薬食同源研究所 6200001032875 健康促進とゴルフの上達を実現する無人インドアゴルフ施設の運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＡＪＩＲＯ・アグリカルチャー 4200001027704 最新設備と自社の強みによる食品リサイクル市場への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 金子精機株式会社 4200001009883 次世代自動車向け電動ブレーキ軸受の高効率生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社小見山家具製作所 1200001011025 特殊鏡を使用したマルチ機能付デジタル家具の開発と販売 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社デイリーダイニング 1200002006338 グルテンフリー！ハラル！ビーガン！世界初食品の市場展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社ナガヤ精密工業所 2200002018968 治具の単品加工から成長分野における量産加工への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社俺ん家のめし 6200001008727 飲食店４店舗を経営してきた実績を活かしてのテイクアウトへの参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社トラエント 2200001016428 カラダと心の健康を保つ、地域連携型有料老人ホーム・高齢者専用ジム事業 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡白川町 株式会社大伸 7200001024244 高齢化社会の複雑なニーズに応えるＩＴ技術を活かした納骨堂開発 東濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 エスアール工業有限会社 4200002011797 コロナ感染防止とＳＤＧｓへの取組を図るための養生シートのリユース業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 エム・センス デザイン力と学生指導力でイメージを形にするモノづくり教室事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 お宿のざわ コロナにチャレンジする〰ピンチをチャンスに！逆転の発想取組 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 多治見市 丸孝水野孝夫商店 オリジナル食器の小売業及び陶器の絵付け体験サービス事業への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ＷｉｓｅＦｏｒｍａ 4200001027877 男性の悩みや課題をワンストップで解決するメンズサロンの開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 武智商事株式会社 4180001101429 ＳＤＧｓへの取り組みに繋がる廃プラスチックの循環再生利用のためのリペレット加工事業 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 岐阜県 岐阜市 一般社団法人金花堂協会 8200005012087 障がい者グループホーム運営を通じた地域貢献事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社双運管理 8200001026909 水害から命を救う水難救助用水上オートバイの開発・製造事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社シューマシステムズ 1200001022682 低価格・高性能ネットワーク機器の販売・設置工事のワンストップサービスの実現 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社モイスティーヌ岐阜販売 9200002009143 岐阜の健康寿命を延ばし子育てサポートも行うフィットネスと美容のトータルサロン 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 安八郡安八町 ミラン株式会社 7200001014550 ワーケーション事業に参入する宿泊施設・自治体向け「スペース有効活用アイデア家具」の開発と製造販売 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｉｉｎ 3200001027333 ボルダリングを取り入れた大人女性向けフィットネスジムへの参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社梗絲食品 9200002025149 ｗｉｔｈコロナ、スローフードをテーマとした中食事業への進出 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社高工 7200001033162 下請事業脱却で地域の事業者と共に生き抜く事業基盤を確立する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ワカムラ電機株式会社 5200001017464 大阪万博に向け急ピッチの設置が求められるホームドアの製造事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 旅の「しおり」 飛騨高山広葉樹樹皮からエシカル石鹸化粧品の開発・製造・ＥＣ販売 高山商工会議所

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社スケットマーク 9200001033458 ペット製品の開発を見据えたペット事業への新分野展開戦略 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社田中屋せんべい総本家 6200001013941 老舗せんべい屋の地域循環型里山田園カフェプロジェクト 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ジーエイチアール 4200001008308 身体弱者・高齢者に優しい平屋に特化した企画住宅の販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 日進木工株式会社 2200001025049 「飛騨の匠」が挑む、岐阜県の森林資源を活用した「国産ウイスキー樽」の製品化 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 羽島エキスプレス株式会社 3200001016047 運送業から組立・検査業務への新分野進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社印刷工房 9200001009350 特殊紙×特殊印刷で実現するアフターコロナ対応グッズ・資材の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ミライズ株式会社 3200001017417 飽食時代にファスティングで健康促進！コールドプレスジュース店への挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 株式会社タクロウクワタ 3200001032523 産地希少技術の承継・内製化による新製品開発によるアートファン市場への新規参入事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社日昭建石工業 6200002020508 石材卸売・施工事業からキャンプ場運営（日石ビレッジ）への業種転換 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 シーシーエス株式会社 3200001011782 ワクチン用極低温フリーザ扉枠部品生産への挑戦による事業再構築 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社水専 9200002008970 基幹業務システム導入による働き方改革実現とＱＲコード活用による非接触の商談機会創出 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 サンスリー株式会社 9200001012156 ＳＤＧｓ推進企業に環境貢献商品を届けるサステイナブル素材開発 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 日本料理きん魚 【文化遺産に泊まる！日本の宿プロジェクト】事業の展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 木戸脇果樹園 デジタル×自然の融合を通して感動を与える体験型果樹園 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 海津市 株式会社コンプリート 6200001032207 「障がい者向けグループホーム」と「就労継続支援」の提供による自立支援プロジェクト 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 大垣市 株式会社グッドフューチャー 3200001016996 コロナ禍でのライフスタイルの変化に対応したＩＴの有効活用によるタイヤ保管事業への進出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 カネマタ食品工業株式会社 2200001015941 スーパー向けＯＥＭから糖尿病患者向け機能性表示食品開発への挑戦 株式会社ＡＣＣ

中部 岐阜県 中津川市 中津工業株式会社 3200001023480 新規設備を用いて高精度亜鉛ダイカスト部品製造の業態転換を実現 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社プラスジュウハチド 9200001037005 全国初！「緑視率」ＡＩアプリとＩＯＴ脳波計を使用したエビデンスデータ付きオフィスグリーン化事業！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ヨツハシ株式会社 9200001005754 全国蔵元ダイレクトマーケティングプロジェクト 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社Ｌ’ｓ 9200002019621 岐阜県初！地方鈑金塗装会社がテスラ認定工場への大変革 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ｅｃｈｏ 7200001037782 医療用ウィッグと医療用スパの提供でがんサバイバーの髪と心をケアする新規事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社千賀 1200001002817 大手格安メガネ店に負けない！フィッティング技術とＶＲ等の見え方体験を融合させた「見え心地メガネプロショップ」の展開計画 広岡　徹也

中部 岐阜県 郡上市 株式会社グローカル・マインド 6200001036224 トレーラーハウスを用いた郡上市での宿泊＆研修事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＡＶＡＮＴＩ 8200001030670 『自動車の整備事業』への業態転換による総合的な自動車サービスの提供 若山　哲生

中部 岐阜県 岐阜市 金神鋼業株式会社 5200001001039 高規格・高強度仕様の高層建築における先組み工法の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜シエルサービス 4200001001312 大型中子製造環境を獲得し、好調な産業用ロボット業界へ参入する 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 有限会社日比野建具 6200002015664 建具製造で培った木工技術を活かしエクステリア事業へ新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社オーシマホーム 1200001031659 最新ゴルフシミュレーション機器を備えた無人店舗事業構築へ挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社コンタクトセンター 6180001136489 日本初のテラヘルツ熟成庫で熟成させた飛騨牛焼肉店 高山商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社プラスエー 2200001029966 低価格かつ高品質な最先端インプラント加工サービスへの進出 服部　貴行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜多田精機 5200001001402 バナジウム液を用いたレドックスフロー蓄電池の生産 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アヴァンティホームズ 2200001000010 自然と四季を感じる暮らしへ価値を変革する郊外の庭付住宅の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 株式会社零 1200001035619 焼肉店と新規展開する精肉店との相乗効果による事業再構築事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ケーアイ工業 4200001034147 ウォータージェット工法導入による脱炭素社会に対応した環境にやさしい道路補修工事の実現 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エスフーズ 3200001022862 「飲食店経営」から「介護施設経営」への事業転換の挑戦事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 山県市 有限会社コモリウッドワークス 4200002006731 地域産業活性化に向けた新たな木工技術・製品の開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ＴＲ－ＴＥＣＨ 5200001023132 非接触型営業と赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光発電設備のＯ＆Ｍ事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＯＧ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 5200001036332 新たな戦略提案！市場環境に応じて移転できるコンテナハウス展開 岐阜信用金庫
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中部 岐阜県 関市 日比機械株式会社 5200001020096 機械商社のテクニカルセンター（人材トレーニングセンター）構築による人材派遣事業進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 有限会社田牧新聞店 5200002018197 布団丸洗いという新たなニーズを満たす業種転換事業 可児商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社谷口製陶所 8200001018146 既存事業との相乗効果を発揮するための新事業を活用した新分野展開 菅野　守

中部 岐阜県 海津市 有限会社池田製作所 9200002015075 外部環境の変化に対応するための新事業を活用した改革 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社塚原製作所 8200001003429 半導体分野への進出と相談・提案力の強化事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 厚見建設工業株式会社 1200001000234 全国初！地元工務店により障害者と高齢者の自宅介護を可能にする完全オーダーメイドの住宅コーディネート事業への進出！ 株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

中部 岐阜県 関市 スタジオＳＫＹ 観光拠点と地域住民の憩いの場となるマルチスタジオを設立。 関商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 東海福祉株式会社 8200001027972 一生涯の安心と自立支援を促す入居型障碍者福祉事業への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 有限会社ひるがのラファノス 9200002028110 地域初の生産から製造まで一括管理したジュース開発事業 農林中央金庫

中部 岐阜県 関市 ニッケン工業株式会社 3200001019446 オリジナル爪切りの事業化によるニッケンブランドの確立 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 恵那市 東海神栄電子工業株式会社 4200001023752 電子回路基板製造技術を活かした精密金属加工分野への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 美濃加茂市 有限会社たくあん 6200002017999 中食専門の専門工場による新商品開発による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 羽島市 大日産業株式会社 5200001011178 サイクリングステーション型の道の駅をオープンし，事業再構築を図る 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社森田工業 7200002008188 業界の生産性向上を実現する現場施工業者から派生した鉄骨工事業への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 有限会社亀津建築 7200002020093 トラディショナルファニチャー販売事業計画 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＢＲＩＧＨＴ　ＦＵＴＵＲＥ 8200001037014 コロナの影響を直撃する居酒屋業態からカフェ業態への事業転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社敬愛 5200001001856 パチンコホールから「安全・空間・熟成肉」にこだわった焼肉店「肉処　奏（かなで）」への業態転換 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 岐阜県 土岐市 株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 8200001021587 「ＩＨコンロ付鍋」世界初の「鍋」の開発に成功―新分野展開で家電調理機器業へ 土岐商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 ブレインシール株式会社 3200001014216 小規模製造業から仮想現実技術を駆使するＤＸプラットフォーマーへ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 加茂郡白川町 暮らすファームＳｕｎｐｏ 『農園でつくるクラフトビール』グリーンツーリズム事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 関市 三誠紙工株式会社 2200001019174 看板のない会社から看板商品を！ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ新たな商品開発と販売形式の構築 関信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 共栄化成株式会社 3200001016864 廃プラ活用でＳＤＧｓ貢献しながら地中埋設物を守る防護板開発 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社東海技研工業 3200001023448 要介護者、障がい者向けトイレ用手すりの開発 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社ナガモリ塗装 6200001019435 心躍る趣味スペース提供への新分野展開による受注活性化事業 関信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社シティ観光 3200001024603 可児市の森林資源を活用した自然共生型アスレチックパーク事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 大興産業株式会社 1200001013839 自社の溶着技術を活用した子供同乗用自転車カバー製品への新事業展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社洞口不動産 2200001025305 飛騨高山で自然と歴史を満喫するリゾートグランピング事業への挑戦 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 ヒロタ株式会社 4200001004414 ＥＣプラットフォームを構築し手数料ビジネスへ業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 海津市 株式会社材半建設 9200001015563 デザイン性の高い庭と一体化した高付加価値規格住宅事業への進出 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 可児市 株式会社湯の華 5200001030343 温浴施設を併設したシニア特化型ウェルネススポーツクラブ事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＨＲＳ．ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 3200001034247 ＢｔｏＣ向けヘアケア商品の開発と販売所となるシャンプーｂａｒの建設 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社小島製作所 3200001019132 海外依存度の高い溶液栽培システム部品の国産化 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 トコロペーパーサービス株式会社 9200001003709 高齢者の心と身体の健康な生活を護る「歩行訓練特化型」介護事業 馬渕　智幸

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ダブルワン 3200001038628 自動車整備業への参入によるシナジー効果の創出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 高山市 金亀商事株式会社 1200001024803 コロナ禍でも密を避け、非日常を楽しめるキャンプ場の運営 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 大垣市 レシピシステム株式会社 1200001028481 ＳＤＧｓ式缶詰ビジネス開発事業（有害鳥獣を有益利用したＳＤＧｓ活動をもとにした缶詰） 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社明治ベーカリー 7200001016241 コロナの影響から脱却するための新商品開発による事業の再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社ＫＳＫ 1200003003904 コロナ禍の建設・製造現場に対応した非対面型油圧ホース修理サービスの事業化 増田　亘宏

中部 岐阜県 羽島市 株式会社東海リフォームサービス 3200001011766 県玄関口での共助型災害対応大規模シェアオフィスによる創業支援事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ナゴヤ・ホールセール株式会社 8180001013034 異業種へ思い切った大胆なチャレンジ！　飲食業界へ新分野展開 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社トップ 5180002014323 「あいちの名工」が手がける理容技術を活用した脱毛サービス事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ミナミ 5180001120691 「映える」おしゃれカフェ商品のテイクアウト・ケータリングサービスを実現する業態転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 三和水工株式会社 2180001052013 お客様の要望に合わせオーダーメイドのパイプ家具制作 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社和装カジウラ 4180001109364 着物着付け教室から経営資源を有効に活用した前撮り事業への進出 神谷　隆生

中部 愛知県 常滑市 泉帆 後継者と共に「とりみそ」焼肉店への事業転換で売上拡大 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社なるみ食品 3180001050833 店舗改装による「目的来店型店舗化」及び飲食店向けテイクアウト用パンの製造販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社地球探検社 2180001129265 洞窟探検スキルを活かしたダイバー向け新規事業の構築 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊川市 葵春堂 全国初！！地域密着「東三河飲食ＷＥＢモールの開設」 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＨＩＬＬ．ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 5180301031218 訪問式の理美容・介護サービス事業の開業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 豊川市 有限会社まる屋料理店 8180302014400 老舗会席料理店が行うレンタルスペース・居酒屋事業への取組み 松井　督卓

中部 愛知県 一宮市 有限会社尾関喜撚糸 1180002075996 撚糸製造技術力を活かし、介護福祉向けニット製品市場へ新規参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社瀧澤商会 2180001004550 高機能プリントシステム導入によるハザードマップ校正刷事業等への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 愛西市 株式会社プロースト 5180001119073 イートインに依存しないビジネスモデルの構築による地方飲食店の再活性化事業！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 Ｇｌｏｂｅｉｎｇ合同会社 1180303002724 自社一貫で栽培を行う無農薬野菜の通信販売事業による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 一宮市 小川染色株式会社 9180001082326 地域初！！　尾州の町工場が、小ロット染色事業で日本にタフテッドラグの市場を創造する 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社イートクリエイト 4180001137241 ラーメン店出店によるテイクアウト業態のプラスチックごみ削減推進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 田原市 こもぱん パンと地元食材のパッケージ商品を全国に販売し、渥美半島の認知度向上を図る。 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社インターナショナルトレーニング 7180001073384 スクール事業からツアーと特殊潜水機器の講習事業への新分野展開 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ケイワイサポート 7180002034922 ＥＣ＆移動販売を取り入れた、自社アパレルブランドの製造販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社秋田製麺所 7180001052215 愛知県産小麦１００％麺と具野菜のミールキット開発と工場直売所の開設 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社海菜 2180001063092 季節の本格日本料理を毎月定期お届け！サブスクのＥＣ販売をする 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ゆげや 地域密着型店舗で評判の高い創作料理メニューをインターネット通販への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 長久手市 株式会社ＳＴＡＲＳ 9180001133698 ヘルスケア惣菜の新規開発によりポストコロナ市場を開拓します 虫鹿　真司

中部 愛知県 海部郡大治町 たこ兵衛 テイクアウトしやすいたこ焼き型創作料理の新規出店事業 塩出　貴臣

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社大和建設 8180001119830 ～価格競争のない世界を目指して～　児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営を通じた社会貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社シードブレイン 6180001121243 コロナ時代に対応するオンラインイベント向け配信用プラットフォームの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中川区 名和工業株式会社 4180001021115 建設機械用シャフト部品の製造・販売による事業再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 茶・珈琲　方丈 介護除毛サービスと基礎代謝向上に特化したメンズシニア専門サロンへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社エスペランサ 5180302015203 作業ノウハウと遊休倉庫を活用した食品加工事業への参入と持続的経営基盤の構築 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 旭サッシ工業株式会社 5180301000172 建設関連事業から安全衛生事業への進出による事業継続性の向上 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＡＮＡ 3180001134438 時代に対応した様々な販売チャネルの構築を行った韓国料理の商品開発 廣瀬　陽介
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中部 愛知県 海部郡大治町 桑の実研究所 低糖質麺開発で得た独自の技術で製造する糖質を抑えた総菜弁当の販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 ワイエスシー株式会社 6180001084110 工業用油の販売からカフェ経営への大胆な事業再構築 税理士法人コスモス

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 ファーストテック株式会社 4180001131839 光触媒ラボ及び地域サロンとしてのカフェスペースの開設 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社優人 6180001071422 保育園業界のＤＸ化を推進！業務支援アプリケーションシステムの開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社石黒商店 6180302015128 チョコレートを使ったフルーツせんべいの製造・販売による新分野展開 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 豊川市 魚喜久 法人・団体から個人・家族へ炭火による個室囲炉裏のお店 松井　督卓

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＭＬＤＫ 6180001128552 脱毛、リラクゼーションサービスを提供するサロン事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 パレットプラザ ｚ世代を囲い込むセルフ写真館サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 知多郡南知多町 日間賀西整骨院 産後のママ向け美容骨盤矯正×パーソナルジム×エステ×メンタルケア 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔ－ｆｏｏｄ 2180001062937 居酒屋からの脱却　国産食材にこだわった日本料理店への転換　～コロナ禍における安心・安全な食と空間の提供～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 合同会社ケアファーム星ヶ丘 6180003016136 「事業所でのディケアサービスによる事業再構築」 カタチクリエイト株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社フットマインド 2180001049307 ３Ｄデータを活用した足に問題を抱える患者用フルオーダー靴の開発 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社キハラノ 6180001135020 地域の財産を次世代に繋げる空き家管理 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社フィクサージャパン 4180302016160 東三河初！タピオカ麺や国産白湯スープが特徴のテイクアウト出来るラーメン店 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 株式会社フルハウス 1180001111967 自然豊かな住環境での「スローライフ」体験を通じた関係人口創出事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 大口衛材株式会社 5180001024950 業界のリーディングカンパニーとして工業用衛生材料の折加工に挑戦する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 あま市 有限会社さいとう建材店 4180002091198 お客様のニーズに直接向き合い解体工事に進出、空き家対策に貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社オフィスリオ 3180001108796 ペット・ホテルを併設したドッグ・カフェのオープンによる事業再構築 秋田　秀美

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社中部携帯電話サービス 5180002020503 本物に新しい価値や魅力を付加したわらびもち店事業への挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 カフェドリオン　ブルー テイクアウトとオンライン販売を兼ね備えたフランスがテーマのコーヒースタンド事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ルナ・コーポレーション 9180001064621 ガチャガチャマシン導入によるスーパー・神社仏閣等への商品拡販と新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 田原市 有限会社丸忠水産 9180302011058 三代続く海鮮卸問屋こだわりの囲炉裏で焼く昔ながらの魚定食店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＴａｃＭｉｉ 8180001118725 コロナ禍によるテイクアウト需要に対応して、物販スペース店舗改装 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 犬山市 株式会社本山美装 1180001129472 まぜそばラーメン店の開業による既存リフォーム事業との２事業運営体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社神仲 9180301015720 水素効率を高める多機能タイル・健康セラミックスの開発と市場開拓 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 豊川ハム株式会社 1180301010373 みんな大好きハンバーガー！のパテに特化した製造・卸売計画 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市東区 ヒロタトレーディング オンライン接客と融合したＥＣサイトでＡＩ鑑定済みの中古品ブランド腕時計の新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 刈谷市 株式会社いわ園 4180301026276 食肉加工場の設置による、宴会・接待需要から中食需要へのシフト 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＮＡＤＪＡ 9180301003667 自社ブランド構築によるサステナブルファッションの事業展開。 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 稲沢市 有限会社ラッキー・クローバー 4180002081166 介護から美容（ネイル）への参入による、三方よしの実現 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社爽やか 6180001065688 光線療法を用いた新たなエステティック（美容術）への挑戦 齋藤　厚志

中部 愛知県 名古屋市中区 ＳＥＴＩＡ株式会社 6180001101014 ハラール対応インドネシア料理の冷凍食品製造による、ＥＣサイト及び店頭販売、テイクアウト・デリバリー事業の拡大 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 バルバローグ株式会社 3180001065006 既存事業システムを活用したエキゾチックアニマルふれあいスペースへの業種転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社ＳＤＤ 4180001130254 買取店の空きスペースが大変身！映える！地域密着型たいやき店に 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ティーエイチエー 7180301001986 コロナ後の自動化市場に向けた新素材・新製法による治具製造への新分野展開 奥谷　弘和

中部 愛知県 小牧市 株式会社小島金属塗装 9180002068984 金属塗装業者が思い切って、開放的なテラス席を併設したカフェ運営に挑戦！ 岩本　秀巳

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｇ＆Ｆ株式会社 1180001101885 安全のセルフ焼肉と話題の韓国式刺身店への進出によるコロナ禍の　Ｖ　字回復 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 みよし市 株式会社Ｔｃｅｌｌ 6180301028485 採用難の障害者支援施設向け人材紹介業を実施しＶ字回復を目指す。 税理士法人いぶき

中部 愛知県 名古屋市中区 フューチャーフード株式会社 5180001134337 ビストロと高級仕出し弁当の味をおうちに届けるチルドスイーツ・フード製造 大原　健佑

中部 愛知県 江南市 有限会社サカエ 4180002081884 小・中学生の制服・体育衣料とスポーツ用品のワンストップ販売事業 松本　幸樹

中部 愛知県 名古屋市中区 コインランドリーダッシュ千早店 防災対策を施した新業態コインランドリー事業による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ロード 7180001115665 ミクストラン業態によるクリーンエネルギー推進事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 大府市 有限会社グリーン・エース 8180002084751 ＩＯＴと観葉植物の力で人と地域がつながる・脱コロナ禍 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 グリルアラベル名古屋丸の内支店 クロワッサン専門店出店による女性の復職支援事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アモルフォ 6180001134996 清潔感は当たり前！オトコが清潔を追求するための新感覚脱毛サロン 佐治　英樹

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ニシオスポーツ 3180001017782 新入生向けの学校指定スポーツ用品需要を中心としたオンライン販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 一宮市 鉄板焼きらく 新しい飲食事業へのチャレンジ！テイクアウト＋バーチャルキッチン型店舗の展開 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＬＩＸ 1180001127823 非対面式注文システムを利用したフードサービスの開始 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 名古屋国際トラベル株式会社 5180001134659 アフターコロナに向けた飲茶サービスの展開について 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社東洋マーシャルアーツ・ディストリビューション 9180001073135 失われつつある伝統と技術を守り、未来につなげていきたい 宮下　裕規

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＤＤＩＮＧ　ＡＶＥ． 5180001102517 人気フォトスタジオが手掛けるフォトウェディング専門ポータルサイト 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 有限会社エム・テクニカ 4180002088582 自動車ボディー溶接技術の進歩に寄り添う三次元測定体制の確立 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 田原市 ルーツ　オブ　スマイル 海から陸への新分野展開。豊橋初！「＃かっけぇ」を生み出し称え合えるスケボーパーク事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社フォウテック 1180001091037 地域と信頼を大事にする水道工事業が、お客様が集うバルのような鉄板焼き店を展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社良匠 7180001100171 解体から開業、運営まで一気通貫した飲食コンサルティング 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 ｉ．ｓｕｓ株式会社 4180301021723 事業多角化と飲食業繁盛店づくりノウハウ構築による再構築 Ｌｉｇｈｔ　Ｂｕｌｂ　Ｍｏｍｅｎｔｓ株式会社

中部 愛知県 一宮市 有限会社オートグランディ 6180002079191 毎日食べても飽きないハンバーグで地域密着型宅配＋カフェによる新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 東海市 林智子 駅チカへの移転で学生さんにも最適な会員制セルフエステの展開 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 株式会社珈琲屋ＴＳＹ 5180001109594 ＳＮＳに映えるカラフルなキューブ型パンのテイクアウトによる事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ダップル 7180001108735 既存顧客の客層を活用したビルメンテナンス事業への業種転換 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市熱田区 深翠苑株式会社 9180001115481 地域住民を顧客とした新サービス提供による売上回復と拡大 経営創研株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イシハラ 1180001150016 睡眠環境カウンセリング事業への新分野展開で健康経営促進を！ 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社丸絲 6180001054666 日本文化のコンテンツオンライン配信施設・プラットフォーム開発 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社モリタ 7180001100865 純国産木曽檜のキャンピングトレーラーを開発する新規事業 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社アイコニックジャパン 3180001105447 東南アジアに特化した組織人事コンサルティング事業の新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社アールズホリック 7290801020938 レーシングシミュレーターを使った非接触のドライビングレッスン 株式会社ＣＦサポート

中部 愛知県 名古屋市中川区 ＪＡＣ株式会社 6180001137446 しじみブランドを活用した非対面型の飲食業態への転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社エイジレス 2180001101570 土管を使った新商品の製造による地域活性化のモデル構築 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 一般社団法人ＢＬＵＥ　ＢＥＥＳ 7180005017718 チームのホームスタジアムとなるｅスポーツカフェの運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 尾張旭市 丸和貿易株式会社 6180001079787 地域小売店とのコラボ企画商品を販売代行する新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 三河屋 愛知県産豚肉「愛とん」の熟成加工およびＥＣ販売事業 税理士法人末松会計事務所
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中部 愛知県 名古屋市中川区 ＡＮＴＷＡＹＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2180001111999 西アフリカへの使用済み中古タイヤ輸出事業によるタイヤリユースの促進 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ＲＩＴ 9180001071700 生まれ育った名古屋市公設市場の活性化のため、うどん飲食店運営という業種転換への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 春日井市 株式会社ヴィレッジテール 6180001117737 本格的な鉄板料理が味わえる新業態による新分野展開を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 プリズム音楽教室 Ｗｅｂ会議システムを利用したオンライン教室の開設 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 鉄板焼いちか あらゆる年代の女性の美と健康に貢献するエステティック事業 加藤　寛

中部 愛知県 瀬戸市 ＴＯＭＯＹＡ　ＳＡＫＡＩ アートマーケット新規参入、及び、陶磁器製品の高付加価値化と自社ギャラリーの開設 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 愛西市 ＬＩＢＥＲＯ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 感染リスクを抑えたＫ－ＰＯＰダンス専用ダンススタジオの設立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｓｔｙｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓａｌｏｎ　Ｈｉｒｏ　Ｈａｔｔｏｒｉ 整体パーソナルトレーナー養成スクールの構築と販路開拓 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社夢家 9180001092151 単身高齢者のくらしをサポートするオンラインマッチングサービス 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＳＰ 3180001101982 酸素カプセル導入による非対面ビジネス展開でリラクゼーション市場への新分野参入 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＢＫＣ保育サービス 7180301027668 保育士が作る、保育の為の、保育専用のエプロン 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社コムプリスカンパニー 3180301026129 緊急対応に特化した自動車整備技術を活かし、軽貨物宅配事業を開始 税理士法人中央経営

中部 愛知県 春日井市 株式会社中京リファイン 9180001074471 リフォームのプロが開発する耐震シェルタールームで再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 豊橋市 絆 エステティックサロン事業の実施 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 高浜市 ギョウザアンドフードヴィンテージ　カズ 松阪ポークを有効活用した新規焼肉店への内装改修計画 岡田　悦子

中部 愛知県 岡崎市 有限会社山中組 1180302003153 鉄道から道路関連の土木工事業に事業拡大し、「地域の安心・安全」に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プライズメント 4180301008563 オリジナルウェディングプラットフォーム「はなまるブライダルデスク」事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｅｓｔ　ｄｅｓｉｇｎ 3180001149428 実技支援に特化した開業支援型技能習得事業への新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 ジュニアワークス株式会社 6180001117753 時代とニーズに合わせたセルフレンタルスペース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社あかつき 2180001106710 放課後デイサービスで「障害児の増加と託児問題」を解決！ 座間　裕史

中部 愛知県 愛西市 有限会社飯尾園芸 2180002090664 木材加工工程で発生する加工塵回収で叶える、廃棄物処理業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社サンウッド 9180001114343 配信サービスを兼ねたレストランウェディングを主力とする、飲食店の集客代行営業サービス 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 ＡＣｒｅａｔｉｏｎ合同会社 3180303003704 コロナ禍で増加した「自撮り＋ＳＮＳ」ニーズを掴む！照明テクを実装した非接触レンタルスタジオ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 安城市 データライン株式会社 3180301013110 顧客提案力の高い情報活用サービス事業者による高付加価値化実現のため、紙媒体の一貫製造への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＲＩＳＥ　ＯＮ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9180301029794 個食に対応した新スタイルラーメン店とネット販売への進出 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 豊川市 株式会社呑龍 1180301010381 料理旅館の広間を改修し交流サロンの開設と動線のバリアフリー化 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 タカハウス 関係人口増加から移住創出へ！古民家宿のワーケーションサウナプランの開設事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 大府市 株式会社Ｔｏｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 2180001148991 非接触の無人店舗で韓国の食文化を日本の食卓に２４時間提供 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市緑区 平野　智裕 コロナを乗り越える！賃貸不動産に特化したリフォーム事業に新規参入 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 株式会社スタジオ・クレド 1180301029744 コロナ禍の需要をターゲットに、お庭にもう一つのリビング空間を提供 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社大垰鉄工所 2180002026008 特殊溶接技術によるローコスト屋台で実現！飲食業界を盛り上げる新しいカタチ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 ブレイズサーフ 地域活性化と子供の育成を目的とした民泊業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ファータ 1180001089015 コロナ禍の需要をターゲットに、和菓子製造業へ新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 春日井市 株式会社カラーズ 8180001117116 コロナ禍における需要動向に適応した洗車市場での事業再構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 尾張旭市 日本電子技術株式会社 4180001079649 新型コロナ疾病治療や医療臨床現場用の、寝装補助器具の開発販売 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スタイルプラス 4180001101511 「炊き肉」を中心に提供する全国初の高級知多牛専門店事業 ＥＭＰ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＬＯＣ 2180001113731 名古屋一の繁華街の飲食店からキッチンカーへの挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 グリーンモンスター 有名肉料理店の食材と独自にセレクトしたワインを、奥美濃の大自然の中で楽しめるキャンプ場 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＹＯＮ 4180001112384 自社の運営ノウハウと立地特性を生かしたステーキ事業及びテイクアウト事業を開始する。 愛知信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ピースマネジメント 6180301026679 小規模飲食店に特化した究極のＤＸ店舗開発運営と顧客への展開 曽我　達郎

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社グランドワーク 1180001059802 顔認証システムの開発によるＤＸマーケティング支援事業の開始 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 津島市 レディオ有限会社 7180002091138 一般顧客向けのレンタカー事業参入 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィッコス 5180001104785 ウィズコロナ時代に向けた名刺管理サービス事業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 安城市 新家明美 店内飲食からＥＣサイト利用のテイクアウト事業で新たな市場開拓！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｓｔａｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 3180301000819 労働者派遣業に特化したＷｅｂサービス事業の展開 糸川　純平

中部 愛知県 田原市 磯田園製茶株式会社 3180301007649 既存及び新規に茶（健康茶・ハーブ・日本茶等）の販売事業者を支援するインキュベーション事業の展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 西尾市 株式会社薬源 4180301023579 コンサルタント業から調剤薬局へ転換し地域医療へ貢献する事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 知立市 株式会社ｉライズ 6180301029830 テイクアウト専門店「オトナスイーツ」の展開による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｆｕｊｉ　Ｈｏｍｅｓ 2180001120744 人生１００年時代にも安心のマンション管理組合ポータルサイト事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＺＥＲＯ 3180001073297 円頓寺商店街と連携したテイクアウト事業への取組み 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ソウル亭 8180001102522 本格韓国料理店からテイクアウト・ミニスーパーへの新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ラルレ 4180001070624 いつまでも健康で美しく、健康寿命を延ばすための予防医療サロン 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社糀屋 4180002041657 オリジナルブレンド米開発によるオンライン販売への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社立基 6180001010529 ”建築電気市場初”の「止水性の高い工期短縮継手」の開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社マリエ 6180001053668 美容業現場ノウハウを有する美容商材メーカー業、マリエスタイルの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｗｉｌｌ　Ｓｔａｆｆ 8180001120004 グローバルライバー事務所　＆　ライブ配信用レンタルバーチャルスタジオ運営事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 丸み興商株式会社 5180301007259 ＥＣで鋼材の敷居を下げる、鋼材のＤＩＹコンシェルジュ事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｓｔａｒｔ　Ｔｏｄａｙ　Ｓｔａｆｆ 4180001135360 コロナ禍でも強い！マルシェ運営事業による新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社クリエイティブコンコース 8180001138319 地元クリエイターの埋もれている才能発掘！複合スタジオサービス 荒井　真紀

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社天山 2180001064090 食品・雑貨のデリバリー及びＥＣサイトでの販売事業 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市天白区 ミュージックバーラウンジコスモポリタン 在宅時間を豊かに、高級ローストビーフとモチコチキンをＥＣ販売開始 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＪＴＩ株式会社 2180001131972 カヌレ外販プロジェクト 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ウェブネーション 2180001105547 メンテナンス設備・工具などを備えたバイク専用レンタルガレージ事業の展開 坂上　洋子

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＥＬＥＳＴＩＡＬ　ＢＬＩＳＳ 7180001109989 日本経済に自信を取り戻す幹細胞ヘアティブ事業のイノベーション アイネックス税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 ボイスミュージック 音楽レッスン動画等コンテンツの製作・販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 合同会社Ｃｒｙｐｔｏ　Ｅａｒｔｈ 6180003018727 非対面非接触でサービスを提供する焼肉店への業種転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社中央建物管理サービス 6180301003769 地域不動産レンタル／シェアリングサイトの構築 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＶＩ　ｏｃｔａｖｅ 1180001120266 サブスクリプション制度を導入した新しい形式の音楽スタジオ設立と関連事業の開拓 名古屋商工会議所

中部 愛知県 知多市 株式会社関山 5180001094721 サイクロ減速機の部品製造で新しい市場への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市東区 ｃａｂｉｎｅｔ 文教地区におけるライフスタイル〈提案・体験〉型の複合店としての事業拡大。 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社東海精工社 7180001112761 金属の特性を知り尽くした加工屋のアウトドアグッズ市場への参入 座間　裕史
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中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社太陽光発電中部 1180001050579 規格外農産物の即時発酵で廃棄をゼロに。発酵食品製造業で再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社柴田工業 4180001107558 太陽光メンテナンスシステム開発によりマッチングビジネスへ進出 近藤　紀幸

中部 愛知県 知多郡南知多町 ニュー旭 旅館の絶品海鮮をＥＣお取り寄せ！「おうちで島旅気分」 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 田原市 株式会社宿福 7180301028229 登録有形文化財の老舗旅館をワーケーションとテイクアウトカフェを兼ねた施設としてリブランド 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 6180001135227 一般客・飲食店をターゲットとした熟成チーズ販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 5180001139526 地域を元気にする会員制パーソナルストレッチ事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社田仲 2180001002356 オリジナル餃子を全国対応ネット販売事業への業態転換を図る 中日信用金庫

中部 愛知県 大府市 ヨガスタジオｓｈａ．ｎａｎａ 室内ヨガ教室から密を回避する託児所付き総合フィットネススタジオへの業種転換 別所　大介

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社稲葉家 9180001131306 世界へ日本の味を発信！ハラル認証の焼肉タレの製造業への転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社サポートライフ 6180001116953 業務用エアコンの工事・メンテナンスの内製化でトータルサポート 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＡＬＲ 1013301043599 韓国カフェ店舗の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社名峰 5180002053825 「食品スーパーマーケット向けチャンジャ製造・販売事業」「エリア限定のトータルキムチの宅配事業（キム宅）」の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社布土精肉 1180001113583 お肉屋さんが目指す地産地消への道 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社シンエイ 6180301021226 厨房機器販売から廃材リサイクル事業への新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 デライト株式会社 7180001049277 照明業から総合演出業者へ、そして中部圏内初のレーザーマッピング業者への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ｐｌａｃｅ 5180001148634 名古屋に馴染み深い生わらび餅を使ったテイクアウトスイーツ専門店の展開 吉野　康太

中部 愛知県 刈谷市 株式会社引越一番 1180301016940 業界の潜在ニーズを掘り起こす「レンタカーで自分で引越し」事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丸忠商店 4180001104803 水産物加工のノウハウを活用して高級ペットフード製造への新分野展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 海部郡大治町 エコロジーカーシステム株式会社 6180001099620 車の新たな価値を創造する軽キャンピングカーの多目的レンタル 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ヒューマンテーブル 4180001106436 新しい生活様式に配慮し客室でも利用できるビジネスホテル朝食とデリバリーを併用した飲食店新業態開発 小倉　裕樹

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社サン輝テクノ 8180301004220 ｗｉｔｈコロナ時代における自立支援型起立着座歩行補助器の開発及び製造・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 安城市 天下鳥ます　安城店 地元生産者とのネットワークを活用した「飲むフルーツわらびもち」の製品開発・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 中部電子システム株式会社 2180001008808 ＧＰＳ機能を搭載した無線機器等のレンタル・リユース事業への新規参入 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プラネット 2180301009407 農場直販！環境にやさしい観葉植物の家庭向け新販売システムの構築 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

中部 愛知県 名古屋市北区 ＢＥＡＲＭＥＤＩＡ 「普通の女性がきれいになれる」をコンセプトとしたコスメＥＣサイト事業の再構築 中村　仁亮

中部 愛知県 半田市 株式会社介護コネクティブ 9180001134746 高齢者がもっと元気になれる自立支援特化型デイサービスを創る 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エルサ 9180001118947 リアルとクラウドを融合させたアウトソーシング事業への新分野展開 新美　敬太

中部 愛知県 北名古屋市 肉炉端ｔｏｃｏ デリバリー開始の為の店舗移転と炉端調理による自慢の肉弁当配達 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ソリーゾ 9180301016677 リース業者のシェアハウス事業進出で地域のドライバー不足を解消 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社建勇企画 2180001096175 タイル工事業から水素ガスエンジンクリーニング事業への転換 税理士法人　ＴＭＣ

中部 愛知県 豊田市 有限会社グランド商事 2180302021914 長期宿泊型　ファスティング＆ワーケーション事業 盛澤陽一郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ナチュラルスタイル 4180001137522 最新デジタル技術を活用したＶＲライブ生配信スタジオの設置によるライブハウス業態転換 兒玉　学

中部 愛知県 豊橋市 寿しなべ 寿司屋が行うアフターコロナに向けたリブランディングと客層分化の為のテイクアウト事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 わくわくクリエイト 駅徒歩２０秒の立地を生かしたコワーキングスペースの展開と利用者への副業コンサルサービスの提供 中明勇貴

中部 愛知県 小牧市 有限会社ヒデショウ 8180002069777 飲食・ビジネス・娯楽が安心して開催できる、屋上テラスのレンタル 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 あま市 池田　智 名古屋の人気ラーメン店が挑むオリジナルブランド鞄販売事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 西尾市 あかしろ蕾 顔の見える“地元産地元消”でゼロウェイストを浸透させるヴィーガン向け商品の物販事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社アリスビューティー 9180001146618 女性の痩身と活躍をサポートするプログラム「セレハピダイエット」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社飛雄馬 4180301022135 安くておいしい！日本三大和牛の米沢牛を個室で愉しむ炭火焼肉 税理士法人　Ｉｍｐａｃｔ

中部 愛知県 名古屋市西区 ＫＣＣ株式会社 4180001090738 未稼働の会議室を収益化！ビジネスパーソン向け定額制サービス 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社スタジオギャップ 8180001102010 双方向インタラクティブ対応型高度ライブ配信サービス 多治見商工会議所

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社大輝 7180001023810 建築・不動産業で培った経験や人脈を活用した洋菓子製造業への事業転換 株式会社３Ｒマネジメント

中部 愛知県 愛西市 水風会横井道場 地域密着の中高年齢層向けフィジカルトレーニングジムの提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 スタジオ　グリーンヒル 業界初！生花を取り入れた移動式トータル美容事業への新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社マンゴリ 4180001122771 最新の冷凍技術の導入により飲食業からの脱皮をめざす 安島　進市郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｃｏｏｐｏ 1180001118351 既存事業の接客スキルと人脈を活かしたウィズコロナ焼き肉店開業 渡邉　賢

中部 愛知県 津島市 横井石材 ペットの最後に向き合う飼い主様のサポートと、ペットロスをいやすメモリアル商品販売への展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社リサーチ 5180001060343 健康麻雀サロン『西遊記』（仮称） 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 環境システム株式会社 5180001113480 建築・不動産業からアップルパイ販売業への事業転換 株式会社３Ｒマネジメント

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＬＡＳＫＡ 7180001125094 遊休不動産をシェアハウスに転換。外国人就労者と地域の融合で人材不足の解消へ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 Ｓ．Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ株式会社 4180001136284 体幹ダイエット完全貸切型ファンクショナルジム 安藤　朝将

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社人材開発支援機構 2180001106090 カンボジア日本水道技術人材育成循環事業 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 名古屋市東区 アローザ コロナ禍で出会いが減った若者たちに出会いの機会を創出して結婚をサポートする。 座間　裕史

中部 愛知県 岡崎市 カフェアンドレストラン　トイボックス 新たに菓子製造業を取得し、ハンバーガーやケーキのテイクアウト市場に新展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 あま市 チャイニーズキッチン　美杏 本場スパイスを使用した、韓国料理の中食提供による地方モデル店舗の開業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市港区 Ｇｒｅｅｎ國株式会社 8180001130993 高品質小麦粉を使用した本格的たこ焼き店舗 坪井　敦

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社プラティ 6180001050153 在宅勤務時の閉塞感解消に向けた、太陽光を再現するＬＥＤ照明の販売 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 常滑市 株式会社リセットプラス 7180001110501 ボディケアとカフェの融合による新規顧客獲得を目指す再構築計画 常滑商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｋ－ＣＯＬＯＲＳ 8180301031347 ３Ｄマッピング映像を楽しみながら過ごせるカフェへの新分野展開 静岡県商工会連合会

中部 愛知県 あま市 株式会社桐壽 8180001098323 フロアーロボットを活用した喫茶店運営 小倉　裕樹

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 澤田機械商事株式会社 5180001138197 クレーン車、自動車の部品・エレメントの小売事業 松本　祐輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｙ’ｓコーポレーション 4180001108498 大人のホルモン焼肉専門店への新規参入 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｖａｔｉｃａｎ２００７ 8180001070471 最先端のＡＩやＡＲの技術を活用した、美容商材の総合販売ＥＣサイトの構築 澤井　美香

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エーライド 8180001121332 求人・採用支援から、ＳＤＧｓに特化した求人サイト運営への事業拡大 株式会社中京銀行

中部 愛知県 知立市 ソフトバレエ株式会社 2180301016774 バーチャルアドベンチャーゲームの開発及び販売 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 蒲郡市 松下精肉店 お弁当及びオードブル等の加工食品製造販売事業 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社一宮加工 1180001144315 喫茶店と飲食関連事業で、古き商店街と地域の活性化に貢献！ 尾西信用金庫

中部 愛知県 新城市 ヘアースタジオタカハシ 過疎地域の理容店が挑む事業再構築～１０年後の自分のために～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＵＴＡ 2180001112353 Ｗｉｔｈ　コロナの美容需要に特化した眉毛メインのサロンを新規開店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 豊川市 株式会社永晃 5180301012151 循環型社会を地元・豊川市で形成。木材廃棄物の木質チップ再生事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 エフワイ成型株式会社 7180001069275 プラスチック成型のプロが挑む高品質ＥＶ部品の製造 碧海信用金庫
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中部 愛知県 瀬戸市 合同会社キャッツ 5180003015072 高齢者と子どもがふれあい、和やかに過ごす幼老複合施設の運営 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ウッディーポケット 2180001043474 コロナ禍で増加した愛犬との暮らしに寄り添う新たな形のドッグサロン計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 キンセイ株式会社 8180001085718 拡大する医療機器・産業用ロボット市場向けに対応！次世代素材ＣＦＲＰ加工事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社山哲商店 9180001033246 水産物卸売会社が垂直型多角化戦略により鰻弁当を消費者に直接販売 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｒｉｎｋ 7180001087129 コロナ時代に対応した非接触型装置開発メーカーへの事業展開 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市北区 アサヒパックス株式会社 2180001011489 ウィルス感染症対策等に向けた洗浄剤等製袋製品の生産体制の構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社パートナーズホーム 7180301028427 効率的専用設備の導入による持続可能な緑化整備事業への新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 愛知ホイスト工業株式会社 5180001058899 応力発光を用いた革新的な短時間修理によりクレーン本体・吊り具の突発的故障を防ぐ予防保全事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社フジツール 2180002007016 超硬素材精密加工技術を高度化し、ＥＶバッテリーケース量産化に貢献 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社春日井互助会 1180002065519 低感染リスク型葬儀「マイクロ葬」でポストコロナの葬儀需要を獲得 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社配川工業 9180001095427 愛知県「スマートシティ」推進とＳＤＧｓの目標達成に貢献するＥＶモビリティ事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社牧製作所 4180301022606 複合加工の自動ロボットを利用した生産効率化で半導体生産に貢献する事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社プリンスパック 5180001080894 段ボールへ直接カラー印刷することによる、丈夫で軽量なＥＣ用コンパクト梱包箱製造への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社名岐製作所 4180001086414 大型ロボット部品を組み込む省人化製造ライン供給網への新規参入 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社タツミＥＧ 9180302014845 自動車のＥＶ化に対応した樹脂等の大型金型製造への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社フェイスフリー 6180001051184 地域の持続可能な物流ネットワークの構築を支える！輸送用トラックの鈑金塗装事業参入による経営基盤強化 株式会社十六銀行

中部 愛知県 安城市 スズテック株式会社 6180301017694 高品質で低コストなインフラ向け部品製造への新規進出 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アイチオートモービルス 6180001062339 自動車解体事業進出を通じた事業再構築と国際貢献の実現 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊明市 株式会社山田塗装 8180002064365 ロボットシリコン塗装による安全衛生重視の産業分野への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社三陽製作所 3180001081052 自動車向け「重要保安部品」の量産技術を活用した新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 清須市 八洲重量株式会社 8180001045408 機械運搬事業ノウハウを活かしたＳＤＧ’ｓに貢献する２つの事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社森下製作所 6180001103464 高性能加工設備の導入し、半導体製造装置の配電盤筐体分野へ新規参入する。 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 半田市 株式会社ｆａｂｒｉｃ　ｄｇ 4180001130386 健康志向・低炭素化社会に対応した住宅リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

中部 愛知県 豊田市 モレメンテ有限会社 8180302019721 「地域と共に活きる！」機能訓練特化型デイサービス進出計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 株式会社大島工作所 3180001073818 半導体搬送装置製造の技術力を活かし自動化が進む物流分野へ進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 春日井市 東海モールド株式会社 4180001075219 時代の変化に応じた生産体制の構築でＥＶ向けプラスチック部品金型製作への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社メイリン 5180001054386 日間賀島が潤う「食」と「遊び」のエンターテイメントを提供し「三方よし」となる関係を築く 渡邊　祥二

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サンミュージック名古屋 4180001127861 芸能タレント志望の店員が働くステージ併設型カフェの開業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 新城市 株式会社Ｂｉｊｏｕ 8180301034267 まつげエクステ業から自社ブランド商品のネット通販事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社江口研磨 3180002010828 ＥＶ車電池部品関連案件の受注を獲得するための高精度研磨技術獲得と量産化体制構築事業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社平成建設 2180301014464 建物診断サービスによる収益力強化と地域住民の安全・安心への貢献 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社テックササキ 8180001022316 航空機組立技術を活かしたトレーラー上部構造物の製造 坂本　晃

中部 愛知県 一宮市 有限会社帝建 7180002079117 半永久的に効果が持続する光触媒コーティングによる新規事業展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社エーシーイー 9180302021395 クリーン環境構築と超精密組付けノウハウを駆使した半導体産業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社乙藤工業 2180002063918 圧入・洗浄技術の非属人化・高速化による、半導体ウェハ搬送分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヤマダ 1180001033229 肌着の卸売業からアパレル企業向け３ＰＬ事業への新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社林美建 3180302012292 ＬＣＣＭ住宅基準をクリアした超高性能バケーションハウスで新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊田市 林田工業株式会社 2180301020982 高精度加工技術を活かしＥＶ用車載電池製造装置部品量産化事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 オカヱ工業株式会社 3180001019119 食品加工機械の需要拡大を見据えた、産業機械市場から食品加工機械市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 高浜市 キクチコールドヘッター株式会社 9180301013897 カーボンニュートラルの実現に貢献する電気自動車用バッテリー部品製造への業態転換 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社レーザテック 1180001021332 薄板溶接技術の獲得による自動車市場から住宅用建材市場への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 合同会社住まいる 7180003017579 不動産業から解体工事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社石川精工 1180301012650 航空機の低燃費化と安全性に資するジェットエンジンの冷却孔高度化事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 豊川市 株式会社加藤数物 7180302013031 自動車市場から、成長を続けるリフォーム市場への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社アイタック 3180001085623 地域住民のライフステージに合わせた「ナーシングホーム」の運営計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三恵 2180302001288 製造業で培ったロボット技術を飲食業へ！労働生産性を向上したラーメン店への参入 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社ＲＵＮ＆ＲＵＮ 7180302012504 就労支援Ｂ型事業を活用した食堂事業への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社川合技研 3180001082645 サトウキビの６次産業化及び農福連携による、健康食品事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社プロテック 6180002056397 ５軸加工機導入による包装機械の精密機械部品加工への挑戦 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヒューマンディレクト 5180001085101 高齢者の健康促進ニーズを満たした「食×シミュレーションゴルフ事業」での新分野展開 荻原　寛也

中部 愛知県 一宮市 有限会社カーズスパーク 2180002080616 次世代車両対応の整備工場を構築し、中古車販売から総合カーケア事業へ展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 江南市 クレオ株式会社 4200001009628 業界初の載置式水遊び遊具の魅力を光と音で伝えるショールーム開設 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社カワグチ 2180001073967 自動車産業のこれからを展望しＥＶ向け充電スポット部品製造事業への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 グランドグリーン株式会社 8180001127379 エゴマ新品種の創出と生産・加工・販売事業（種苗を起点にしたバリューチェーンの構築） 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社位田モータース 5180002022706 ＦＣＶとＥＶの普及促進による新たな脱炭素化ビジネスモデルの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ピーオーディー株式会社 7180001100163 全天候型で四季を通じて楽しめる屋内バーベキュースポットの出店 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社名栄社 1180001027346 次世代自動車等における高精度な大型三次元加飾部品製造への参入 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社石高石材販売 8180002060389 “葬儀業”へ進出し既存事業とのシナジーと経営の多角化を目指す 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ＧＯＴＯ 5180001093153 脱炭素社会とＳＤＧｓに貢献する燃料電池の焼成炉の製造計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社澤屋 7180001096773 老舗甘味処のからあげ店への新分野展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 株式会社平プロモート 2180301018597 運動情報可視化サービスによる事業再構築と次世代レーサー養成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社東南 6180002074977 生産工程を統合で協力会社と共に推進する脱炭素・省エネソリューションの展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 アイカ産業株式会社 8180001073573 ＰＥＴボトルに代わる環境に優しい新容器事業で挑む事業再構築 東濃信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社園部機工 6180001090521 製缶技術を活用した搬送用機械部品加工への進出 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 渡辺工業株式会社 4180001024514 工程の統合を進めＥＶ自動車車載用リチウムイオン電池製造装置部品製造事業へ進出 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 ＮＯＩＳＥＴＴＥ イベント販売型パン屋から郊外型ベーカリーカフェへの業種転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社英幸 8180001024849 高精密化・量産化ノウハウを高度化し鉄道車両業界への事業展開を進める 株式会社中京銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社知恵のワールド 5180001077008 自社のノウハウと人的リソースを活用した児童発達支援事業への参入 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヤスフクセラミックス 9180301002025 最新デジタル技術を活用してセラミックス検査工程の自動化に挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社佐々木コーティング 7180001010247 自動車内装加飾部品の縫製加工工程参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社幸田葬祭 5180302003414 葬儀の自粛および小規模化に応えるご遺体お預かりサービスの展開 碧海信用金庫
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中部 愛知県 日進市 株式会社中日レジェンド 2180001068380 ペット共生型障がい者グループホームの展開による自立支援への貢献 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ぐっとくるダイニング 9180001109426 居酒屋から当社の強みを活かした新業態の寿司店への新分野展開 岩本　秀巳

中部 愛知県 弥富市 ＹＡＴＯＭＩエンジ株式会社 6180001099752 納期短縮と汎用性プログラムを備えた協働ロボット事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社糸重本店 1180001024748 飲食業界の新たなニーズを捉えた「集客支援一体型不動産事業」への挑戦 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 大府市 株式会社八神 2180001092752 現代アート市場における「リアル・バーチャル・メタバース融合小売モデル」の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 麺屋　グラフミ 東海エリアの個人店を繋ぐハブ店舗事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 半田商事株式会社 2180301006841 プラスチック製品専門商社から受注増加と環境対策を背景としたバイオマス容器製造業への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社グッピー 2180002079071 大人が思い切り体を動かす楽しさを感じられる「公園」のようなスポーツジムの新設 尾西信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社創美 1180002073926 壁面塗装を売りにした内装リフォーム事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社西村化学 1180002085013 インサート成型技術を活用したスマートフォンケース市場への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社サンテフィズィック 6180301011953 生産性向上をめざした「ＡＩを活用した脳の健康推進事業とコロナ対策をした介護予防ヘルスケア事業」という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 刈谷市 株式会社友楽不動産 9180301014581 ＳＤＧｓに対応した体験型農業パークの開設 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社山雄工芸 1180002019747 高精度エンジニアリングプラスチック加工事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プログレ 1180001060289 親子丼ロボットを新規開発導入！テイクアウト事業への業態転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 津島市 ｍｏｎｏｎｏ－ａｗａｒｅ パン店舗の内装・家具製作経験を活かしパンの製造小売事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中村区 ヤマツネ株式会社 8180001033247 天然素材×環境×自社生産ブランド「結糸（ゆいと）」新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 東海市 丸金鮮魚店 魚の切り身卸売事業から調理済み魚食を高付加価値で販売する事業再構築計画 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社エッグ 8180001106151 クラッシクカーファン層向けＤＸカ―オーナーズカフェ事業への業種転換 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社マルオト 5180002005289 精肉店が展開するテイクアウト専門店「マルオトキッチン」の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 名神工業株式会社 1180001027379 研磨と放電加工の高度化による高精度ＥＶ車用金型部品等への進出事業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社田中機工 9180001054151 「人手から自動化へ」自動移動機能付き食品脱水機製造への挑戦 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 碧南市 株式会社エム・ティ・エス 2180302017532 新規ライン向け金属加工専用機の設計・製造で培ってきた精密加工技術を活用して、バリ取り汎用機の開発という新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社アートオノダ 8180002026927 全国初！次世代を担うジュエリー女性起業家向けのオンラインとアナログの融合スクールの構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 イマノ自動車株式会社 6180301017901 普通車、大型車の両方に完全自社対応が可能な整備業者への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社シナコ 7180002021565 ウィズコロナを見据えた製造業から冷凍食材卸売業への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 ゼロコンサル株式会社 9180001134060 地域の若手料理人を支援し、　食で、地元商店街　活性化に繋げる　クラウドキッチン事業 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 大正村福祉株式会社 8180302004665 障害者グループホーム事業に進出し、地元の社会福祉の充実に貢献！ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 春日井市 株式会社三明製作所 3180001074188 業界の常識を覆す新しい転造機「ＴＨＩ－ＡＬＥＸ」による新分野への進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 東海市 坂野石油株式会社 4180001094490 カーボンニュートラルに合わせたガソリンスタンド事業の転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 光進工業株式会社 2180301022954 大型精密加工の内製化で脱炭素に向けた風力発電装置部品製造に挑戦 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 岡崎市 マイカーバンク 旧車販売に特化した２４時間対応且つ非接触オンライン集客サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社山三 4120001156890 遊技業界依存からの脱却を図るための事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社東海維持管理興業 6180002086502 光硬化工法を用いた工期半減による民間企業向け下水道管更生事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 ドルチェヴィータ 既存イタリア料理店事業の強みを活用した惣菜食料品製造業などへの新分野展開 鈴木　康生

中部 愛知県 東海市 かえで商事株式会社 6180001095116 リハビリ付住宅型有料老人ホーム事業へ進出し、安心安全な暮らしを提供する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社加藤精密工業 3180002025504 国内唯一となる大型水素タンクの耐圧試験事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 日進市 一般社団法人日本アフィリエイトセンター協会 2011105007191 社会課題への取組み「ＤＸで介護を楽しく」デイサービス ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 豊川市 有限会社プロシード 4180302013918 キッチンカーによる軽飲食の提供 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 三和工業株式会社 2180001014566 設計から組付け・アフターフォローまで！全てを網羅する自社完結型ワントップサービスの提供 坪井　亮

中部 愛知県 豊田市 株式会社松尾組 9180301020621 ワーケーション施設建設を行い教育支援業界への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 小牧市 名東電産株式会社 1180001076558 生産性の高い薄型ＬＥＤ看板のための一体型ＬＥＤモジュール製造 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社大鹿シヤーリング工業所 9180001019063 新機械導入でＳＤＧｓ対応新加工製品を製造し再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 稲沢市 ＯＲＣＨＩＤ株式会社 3180001108094 植木等の剪定ごみの収集及びバイオマス燃料製造・販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＡＬＯＨＡ 2180301028316 放課後等デイサービスから生活介護事業への業態転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社八木製作所 3180301019470 電気自動車市場に向けた生産設備部品の革新的な製造工程開発による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 日崇工業株式会社 9180001126330 鉄筋加工から鉄筋組立てまでを一貫して行う社内体制の再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アイザワ 8180301000046 設備を導入し、小型キャンプ用品の小売業への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社たけ総合建築事務所 3180001126897 ＩＯＴを活用した非接触型無人スマートモデルハウスの導入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ケークラフト 飲食店×レンタルスペースで地域初の３形態営業で新分野展開へ 岡崎商工会議所

中部 愛知県 海部郡飛島村 合資会社トビシマ製作所 9180003013576 Ｃｏ２を冷媒に用いた大型冷凍機用コンプレッサーの鋳鋼での部品製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社ホンダ 4180001094557 鋼管・鋼材卸売業からの脱却、鋼材部品メーカーへ業態転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 株式会社英淑 7180301021183 個室対応可能な内装変更＆店舗閉鎖でコロナ禍でも対応できる店舗を目指す。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エーワン 7180001034535 ワーケーション事業に進出し、テレワーク推進と地域活性化に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＴＡＩＫＥＩファーム株式会社 9180301031247 自社農園の果物を使ったスイーツを提供する農園スイーツカフェ事業を立ち上げ 座間　裕史

中部 愛知県 半田市 有限会社近藤鉄工所 8180002083365 自動装填機と高性能自動プレスマシンの導入による生産性の向上と電気自動車分野への進出 知多信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ファーストライン株式会社 2180001070584 建設業から労働者派遣事業への新規参入 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社近藤研究所 5180002054154 頭部装着型カメラの製造・販売及び、映像コンテンツを活用した教育事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 清水　剛 鍼灸・柔整師が行うボディメンテナンスコンサルによる”地域健康イノベーション” 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 豊田喜多町開発株式会社 1180301030116 空きテナントを活用した「サブスクリプション型シェアスペース」の開業 杉山　光太

中部 愛知県 豊田市 株式会社葵精工 7180301020664 新分野展開としてＥＶ用バッテリーの製造ライン部品の製造を開始する 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社テクテクワークス 4180001131657 業界初の独自開発のＡＩ搭載システムによる外構業者マッチングサービス事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ＯＴＡ株式会社 9180001118930 『老人ホーム』と『託児所』を併設した『高齢者が主役になれる老人ホーム』開設 桑名三重信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社フクヤマ 2180301010166 ＦＡシステム開発による自動車＋αの家庭用燃料電池市場の開拓事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社システック 3180001093618 製造業から脱却！ＥＶ・航空部品受託試験サービス分野へ進出 半田信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社道しるべ 1180001066550 お客様の声を活かした児童福祉サービス事業への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊川市 深谷石油株式会社 4180301010189 バイオ燃料販売設備導入によるクリーンエネルギーの販売拡大 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社加藤電気工事 8180302027609 内線事業者が地域の暮らしと明かりを護る！電力インフラ保全・保守業務への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 半田市 有限会社ガレージハタ 6180002083284 知多半島の地域密着型グランピング施設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社コウシンセイキ 1180302000778 大型プラスチック射出成形品の新規獲得を目指す 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社イソベ電化工業所 2180002000128 連続式ベーキング炉付き全自動亜鉛めっきライン構築による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社豊栄化成 4180001134783 精度を重視した環境負荷を考慮した塩化ビニル製品製造事業 知多信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社吉野寿司 9180001055208 最新シミュレーションゴルフ＆老舗寿司店を融合！近場で楽しむ新たなゴルフライフの提案 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ユニコーンＬＩＮＫ 3180001117467 トレーラーハウスを使った移動式グランピング事業への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 大府市 株式会社ゆうあ 7180001095734 ＡＩによるマッチング機能を使い子供に合ったコンテンツを提供する大空間！民間学童保育の展開！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 碧南市 有限会社ウメムラ 2180302019859 精密な単結晶ダイヤモンド工具開発による半導体分野進出計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社メイホウ 9180001033080 プラスチック包装資材業から「ペットと一緒に」事業でＳＤＧｓ企業へ大転換 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 小牧市 株式会社イーストウェイ 8180001121704 カレー飲食業からパン製造小売業へと再構築し多角化戦略を実現 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ソレイユ 2180001071772 配達事業の利点を活かしたバーチャルレストラン事業 吉野　康太

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社タチ基ホーム 7180001079605 地域密着のナーシングホームの開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社鉦健 1180001059579 アジア各国の食品販売、料理教室の運営。食を通じた文化交流事業。 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 中京ＣＫカンパニー株式会社 6180001109107 産直市場の開業による新分野への挑戦と、稲沢うまいもん広場活性化事業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 サハシ鋼機株式会社 7180001063897 沖縄県の地域特性を活用した民謡居酒屋事業の開始で沖縄振興に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 瀬戸市 丸仙陶器原料株式会社 7180001079266 湿式分級技術を活用して持続可能な技術開発に貢献するファインセラミックス原料等の再生事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社松浦 9180001076501 航空機需要縮減の外部環境下に対応すべく航空機部品製造で培った技術を農機具部品に転用する計画 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エムパック 6180001024933 リフォーム建材向けの小量多品種梱包用段ボール箱の生産体制構築 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 伊藤手帳株式会社 2180001066046 「紙の手帳市場の縮小」を踏まえた「両利きの経営」による新分野展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 刈谷市 株式会社バリアス・ワークス 9180301016041 金型製作で培った独自技術を応用しスーパーエンプラ製品を量産する 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社成田製作所 3180001010795 世界市場に向けたオンリーワンエラストマー部品の開発による新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社綿新商店 3180001096703 メンテナンス設備導入による自社一貫体制の構築 津島商工会議所

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社宮長 8180002089957 生フルーツスイーツと川沿いの景色を楽しむリバーガーデン構築 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社パンピック 1180001101258 ＷＥＢサービス「フクシカ」の開設による介護資格講座検索予約サイトの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岩倉市 丹羽住宅 高齢者・ファミリー向けの「Ｉｏｔコインランドリー・洗濯代行事業」に業種転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 日進市 徳仲株式会社 6180001067107 ＥＶの心臓部ｅＡｘｌｅに挑戦しラストワンマイル問題への貢献を目指す！ 坪井　亮

中部 愛知県 豊川市 井指製茶株式会社 4180301009735 お茶問屋が挑戦する一般顧客向けお茶スイーツのテイクアウト事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 犬山市 尾関作十郎陶房 陶磁器の生産・販売事業からカフェ事業、貸しギャラリー事業への展開 若松　敏幸

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社霞仙 6180001080340 工房付き窯元下宿の開設 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジリーナ 7180001103612 しゃぶしゃぶ店から菓子小売店への事業転換による新型コロナウイルスからのＶ字回復 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ウィルビジョン 1180001078232 ＩＴ業界からシミュレーションゴルフへの進出による新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社松田製作所 8180001081262 精密加工技術を活かした半導体製造設備分野への事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社愛三不動産 6180001116961 コロナ禍でも市場拡大中！コインランドリー事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社新生 5180001130427 金属精錬から食への業種転換！腸活で健康寿命を延伸する介護施設に特化したゴーストレストラン事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＯＮＺＡＫＯデザイン 3180001117616 植栽基盤にスポンジを利用した屋上緑化システム 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社カツミ製作所 3180002023037 金型メーカーによる金型技術者教育・派遣サービスへの新分野展開 小牧商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社クリンテックサービス 8180001069935 電気自動車への対応を主力サービスとした自動車整備修理業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社西友工業 5180301017662 アップデートの即応性をコンセプトとしたロボットシステムの提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社ファクトリー・ツール 3180002042838 アフターコロナの新様式『無人型住宅販売』を実現する次世代モデルハウス 坪井　亮

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社三栄製作所 9180001137872 生産設備製造ノウハウを活かした、健康医療分野への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 アイマテリアル株式会社 8180001114575 自社ノウハウ活用による丸型刃物研磨への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 有限会社山敏建築 3180002090218 「大工職人によるオリジナルＤＩＹ教室」の開業 齋藤　厚志

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社明山荘 7180301011408 ポストコロナに挑む「ワーケーション」「インバウンド」の新ターゲット向け客室設置による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 ＭＴ　ＷＯＲＫＳ株式会社 7180001135291 専用機の設計・製造ノウハウを活用したオーダーメードの試験機市場への参入 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 あま市 株式会社弘和テック 4180001097774 航空機で培った精密加工技術を活かした半導体ウェハー製造用センサーボディー部品の製造 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 辻精機株式会社 6180001031426 自動車部品用射出成型金型製造業による次世代型住宅向け量産部品の新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 犬山市 有限会社平和物流 7180002074514 荷物運送型レッカー事業によるドラーバーの心理的負担削減とＢＣＰ推進事業 細田　紘輔

中部 愛知県 春日井市 株式会社愛和ライト 6180002075430 輸送機械用プラスチック製品の製造分野に進出し、新しい事業基盤を確立する 中日信用金庫

中部 愛知県 大府市 トライボテックス株式会社 3180001092636 ＤＸ活用に役立つトライボセンサーの開発と製造 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スポーツフィールド愛知 8180001121183 地域の子供から高齢者まで利用可能なＡＩ搭載の多目的スポーツフィールドの開発 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 豊橋市 ｅｕｒｏ　ｓｔｙｌｅ株式会社 7180301009617 晴れの日のワンシーンを盛り上げる！デイグランピング事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社チタ製作所 8180001092598 次世代モビリティ社会実現に寄与する最先端の設備導入計画 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社一の谷 3180302024486 Ｉｃｈｉｎｏｔａｎｉ　Ｒｅｂｏｒｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 税理士法人さくら

中部 愛知県 犬山市 さくら茶屋 犬山城前の日本料理店で街を好きになる観光歴史文化スクール開催 犬山商工会議所

中部 愛知県 みよし市 株式会社香雅 3180301019644 こだわりの蕎麦屋発、洋食テイスト和モダン×鶏料理専門店への事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 春日井市 長江紙器株式会社 5180001074616 自社オリジナル段ボール商品の開発とＢｔｏＣ販売体制構築による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社浩友工業 7180001124682 配管の保温工事業者が板金加工業に進出し、工事の全体最適化に役立ち！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 ユタカコーポレーション株式会社 4180301007532 ドローンを活用した、医薬品配送等のサービス事業への新たな参入 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社セイブ 4180001019828 大気汚染防止法に沿った検査業に参入し、解体処理業の一貫体制を構築することで脱下請けの実現 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社Ｒ‐ＳＴＹＬＥ 9180001103916 愛犬家コミュニティ構築のためのドッグランとカフェ事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｋプロジェクト 6180001135763 オンラインレッスン付き無人インドアゴルフ練習場への転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 小牧市 丸善プラスチック工業株式会社 3180001076507 炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）加工への新規参入（加工技術の高度化に挑戦） 太田　直樹

中部 愛知県 半田市 株式会社内倉鉄工所 4180001091579 事業承継に伴う部品加工業からレーザ機器製造業への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 名興発條株式会社 8180001041324 フォーミングマシン導入による電気自動車バスバー市場への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 有限会社近藤製作所 4180002074657 自社開発した工作機械治具の製造・販売開始で顧客開拓と売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社オーテック 1180001024970 鉛加工技術を通じて、半導体装置産業へ新たに参入する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ホワイト急便豊田 4180302023446 豊田市初のドライブスルークリーニングによるコロナ対応型経営 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 あま市 有限会社かわかみ 9180002092539 非接触型店舗とネットオーダー付きテイクアウト店によるＶ字回復計画 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 春日井市 株式会社オフィスアサイ 5180001073865 産業廃棄物減量に向けたオフィス備品什器のリユース・リサイクル・レンタル新事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 大日産業株式会社 2180001026017 自社加工能力の獲得による、取引先の設備補修に関する課題解決事業の展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 豊橋市 クラシカルコーヒーロースター株式会社 9180301005507 顧客体験価値（ＣＸ）創出、体験型キッチントレーラー販売事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社肉のヤマト 8180001045515 ＳＱＦ対応新工場建設とバラ凍結設備導入で全国・世界展開へ 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 高広工業株式会社 8180001014833 ニーズを捉えた新製品開発で産業用ロボット・搬送業界へ参入する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社くれない 6180001132884 一人一人への丁寧な対応を活かし、遊技機製造・修理・調整事業から買取り専門店への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 一般財団法人日本スポット溶接協会 2180005014414 ウィズコロナ下の外国人技能実習生流入を見据えた入国後講習・技能講習への進出 碧海信用金庫
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中部 愛知県 安城市 ｆｌｏｗｅｒ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　Ｌｉｌｙ 花器サブスクとオンライン教室によるＢｔｏＣ枝もの販売への転換 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オムニツダ 2180001035050 不燃性能を担保しつつ意匠面に優れた「非住宅向け不燃内装材」事業に新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社コモルーデンス 2180003019737 スイミー戦略を活用してのロボット部品生産進出による業種転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 常滑市 湯本館 夕日が見える海辺の温泉旅館の強みを活かしたグランピング事業に挑戦する 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 江南市 株式会社フジイ金型 9180001087647 ＥＶ車、電気自動車の需要に合わせたダイスポッティングプレス設備の導入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 犬山市 木曽川観光株式会社 1180001081351 木曽川の鵜飼・景観・地域食材を愉しむ貸切遊覧船事業で事業再興 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社丸須 7180001127644 基礎工事業から新役員と行うダンススタジオ事業への事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社はっぴー農産 9180302023128 自家栽培の生米粉１００％バウムクーヘンの開発によるスイーツ市場への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 有限会社西尾自動車鈑金塗装 3180302026367 コロナ禍の物流ニーズを支える大型トラック専門の総合塗装・架装メーカーへの新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 グッドワーク 樹脂製住宅設備向けマスターモデル製造分野への新規参入による新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 津島市 有限会社真野 5180002089613 ゲームセンターから感染対策を施したインドアゴルフ練習場への事業転換 津島商工会議所

中部 愛知県 安城市 株式会社Ｙｕ’ｓワークス 9180301030579 人手不足の次の担い手へ　障がい福祉事業を通じで活躍の場を サポート行政書士法人

中部 愛知県 豊橋市 株式会社豊橋魚市場 2180301006528 ノンストレスな魚を食卓へ！三遠地域のおさかなプラットフォーム事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社トーカイ 6180001074532 業界初！光触媒コーティング仕様の自社ブランド什器販売事業の展開 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 小牧市 株式会社創北 9180001074348 高齢化社会に向けた医療・福祉施設用木製大型ドア製造の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヤマカワ 5180302003125 既存事業の技術・ノウハウを活かした住宅外壁用金型の測定事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アオイグラビア 6180001033694 顧客ニーズの環境対応製品を完全なる環境負荷低減工程で行う業態転換計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社デンシン 3180002071341 ＧＩＧＡスクールでの端末機器、校内ネットワーク等のトラブルに対応するコールセンターの新設と保守事業の展開 池谷　圭右

中部 愛知県 小牧市 株式会社セントレックス 4180001064394 【グループホーム】×【Ｂ型支援】障がい者の方と作る！本格レザー製品の販売 伊藤　央

中部 愛知県 江南市 トラスト江南協同組合 6180005017578 ベトナム人に特化した入国後講習の宿泊型集中研修サービスによる地域浸透事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社川本組 3180001098633 足場仮設事業者が発明した、特許によるものづくり事業への挑戦 足立　剛

中部 愛知県 犬山市 株式会社東円鈑工所 4180001081480 ステンレス加工技術の導入により集塵機ルーバー製造事業に参入 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社永楽堂 1180001009864 冷凍技術を使った新しい「パンスイーツ」の開発及び販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 アルファーシステム販売株式会社 5180001079425 クリーニング新業態店を中核とする新たなエリア開拓事業の推進 税理士法人天道経営

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ランズワーク 5180001057190 新たな食品関連製造プラント工場でロボット及び特殊積層スクリーンの組立製造、販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 あま市 野村商店 卸売業から農福連携を核にした体験型宿泊事業への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 山田工機株式会社 9180001029038 機械加工の内製化による、次世代自動車（ＥＶ）部品製造への挑戦 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＮＥＸＴＥＰ 9180001104237 ブライダルリングのＥＣ事業への新分野展開による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 輪榮自動車株式会社 7180001041845 環境配慮した水性塗料設備導入による次世代自動車整備への対応 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社馬印 4180001018978 チョーク成分の硫酸カルシウムを転用した医療分野への新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 知多郡東浦町 河建株式会社 5180001125352 ペットフード事業の展開により既存事業とのシナジーを創出する計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社Ａｎｄ　Ｏｎｅ 3180001129751 建設業から和菓子の催事販売による業種転換事業 浮島　達雄

中部 愛知県 刈谷市 中王食肉株式会社 2180301014217 買った食材をその場で調理・飲食可能な地産地消マルシェの新規開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 Ｓｔ　ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 6180001134971 医療向けマッチングシステム開発による潜在看護師の復職支援事業 細田　紘輔

中部 愛知県 愛知郡東郷町 有限会社フジタ創建 6180002064540 地元農家の農作物を使用した新鮮かつ健康な飲食を楽しめるカフェ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社プラセス 6180301010187 自動車産業から廃端材アップサイクルで環境配慮型新製品製造業へ 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ 6180301025549 療育を活かした福祉施設の開設で笑顔があふれる地域づくり計画 サポート行政書士法人

中部 愛知県 豊明市 株式会社タイナテック 1180001054217 ＥＶ用難削材部品加工市場向け小型ワイヤ放電加工機開発と試作評価 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊明市 鴻陽産業株式会社 7180001069762 リサイクル率の高い産業廃棄物の中間処理への新規参入・海外展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ユネクス 6180001053643 血管穿刺時の医療事故ゼロを目指したエコー開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社優エルム 4180001078114 長年愛された味×明治時代コンセプトのベーカリーショップ運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 岡崎市 有限会社カム・ミュージッククリエイション 8180302000887 音楽プロダクションが始めるリアル＋ネットの複合型音楽スクール 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ヤマソウ 3180301026327 フィットネス参入による、訪問型事業から来店型事業への事業再構築 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 ケーズハウス株式会社 3180001086786 こだわりの体感型スイーツ「かき氷」店の展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アティッシュ 4180301027415 土産物卸売業から土産物製造卸売業へ転換し、大規模市場へ進出をする。 松井　督卓

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ワークプラス 1180001102719 港湾運送事業ノウハウ＋ＡＩ配送最適化システムを用いた冷凍食品小売事業への再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社岡崎表屋 5180301000313 脱ガソリン車を見据えた電気自動車の車両販売及び整備事業の新規展開 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 蒲郡市 進英自動車工業株式会社 9180301011050 遊休資産を活用し医療連携型フットサルコート事業への業種転換！ 稲葉　順一

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ハモコ・ジャパン 6180301008297 長年培われた技術を総結集し、ＥＶにおける自動車部品市場に革命を起こす‼ 豊川信用金庫

中部 愛知県 東海市 知多鐵鋼株式会社 9180001094387 内製技術を活用した制御盤設計・製作・工事分野への新展開事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エヌズガーデン 6180001121342 業界初！　Ｗｉｔｈコロナに対応したひとり浜焼き事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社サンクス 7180001006468 輸入食肉加工卸から、国産食肉の卸価格での通販展開によるＶ字回復 本澤　智

中部 愛知県 豊川市 有限会社Ｄ－ＲＡＮＧＥ 2180302014694 豊川市初！現役選手が常駐するスケボーパークの運営による地域振興事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社豊幸園 4180001099614 菊苗栽培と酒類製造技術を融合したエディブルフラワー加工品事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 日本アイリッヒ株式会社 6040001044912 粉体加工における独自技術を生かした新分野展開によるＶ字回復の実現 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 大府市 ＥＴ株式会社 9180001125943 急成長ＦＣ塾が行う地域密着の大人気ＦＣベーカリーショップ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社矢野アルミ 4180002007336 コロナ禍の非接触需要を捉えた無人化オートキャンプ場への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社未来 2180001061245 身体と心を整える、新感覚絵本の開発とリラクゼーションサロンの開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プラネッツ 5180301006979 くらしに役立つ地域情報サイトの構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社大進メタル 2180301030817 錆びにくい・カッコいい・リーズナブル！板金職人が丹精込めて作るガルバリウム鋼板素材の「刈谷スマートガレージ」企画製造販売 川腰　章二

中部 愛知県 春日井市 株式会社ミズプラ 3180001075038 既存事業の強みを活用した、コロナ対応型健康インドアゴルフ場 株式会社十六銀行

中部 愛知県 稲沢市 だいきち接骨院 接骨院がコツコツ行う、“転倒予防の為の機能訓練事業”による新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 大府市 タツミ化成株式会社 6180001092583 射出成形技術を活用しブロー成形事業の新分野展開を行う。 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社榊原工機 3180002070847 複合加工機導入による医療機器向け生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 大府市 東海興業精機株式会社 1180001092621 既存事業の「技術」を活かして、低価格高品質「部品調達サービス事業」を展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社プレジャー知多 8180001092986 日本一自然を遊びつくせる！グランピングオートキャンプ施設開発 知多信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社ハンバック 4180001116526 プラスチック部品商社としての強みを活かし次世代自動車向けの部品製造事業へ進出 東春信用金庫

中部 愛知県 西尾市 田島鐵工株式会社 6180301022942 ポストコロナに不可欠な半導体後工程市場への新分野展開をめざす計画 株式会社ＫＡＮＪＯパートナー

中部 愛知県 安城市 株式会社プロイスト 2180301017475 新分野展開として半導体研磨ウェハー成形用金型の製造に挑戦する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ａｉｒｓ　Ｃｒｏｗｄ 5180301025665 コロナ禍中でも安全・安心に楽しめるｅスポーツ競技場の運営事業 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 あらたま総合事務所 多様な目的に応えるコワーキングスペースの新設 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社未来企画 4180001043324 求人広告代理店業からＷｅｂエンジニア等のシステム開発サービス業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 愛西市 合同会社ガーデンピアッツァ 2180003017294 地域の障害者のために。飲食店による就労継続支援への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社フィット 3180001086118 空き家等の問題解消に寄与する遺品整理業への新分野展開 小出　貴巳

中部 愛知県 春日井市 株式会社船戸電機 8180002067186 春日井市産独自ワインで「地産地消」と「障害者支援」による地域経済貢献計画 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｉ．Ｙ．Ｏ 3180001103517 市場拡大中のオンランライブ専用スタジオ構築で目指す事業再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社アンデン 4180301009719 電気配線工事業で培ったノウハウを活用した自動制御盤製造業への新分野展開。 岡崎信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 蒲郡竹島観光株式会社 3180301010909 ワーケーションとグランピングが楽しめる施設への転換（新分野展開） 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 愛知県 岡崎市 株式会社小島鉄工所 8180301000896 水素自動車用ステンレス部品の温度管理面・切削技術面での高精度化事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヨシノ印刷 8180301002240 デジタル印刷を核としたマーケティング・サービス・プロバイダー事業への挑戦 株式会社ぐんぐん

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アルファスタッフ 7180001054062 “障碍者の働きたくても働けないを「０」“へ。加速する障碍者雇用への一貫伴走支援を実現する複合型福祉事業の開始。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 犬山市 桑原木材株式会社 7180001080785 国産優良木材の端材を有効活用した「機能性建具」の製造販売 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市南区 特定非営利活動法人障がい者みらい創造センター 6180005017157 新たにリゾート型ショートステイ施設・中高生向けショートステイ施設を開所 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 クシダ工業株式会社 6180001030064 試作部品の検査データＤＸ化による顧客と当社既存事業への連携 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社白鳩 7180001014685 不織布と同等のウイルス捕集効率を有したウレタンマスクの開発・販売 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社スマイルライフ 5180001070210 介護市場に特化したチームビルディングアプリの新規事業展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アリオン 4180001106304 フトン丸洗いに特化した洗濯代行・宅配クリーニング・コインランドリー事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ダイアーツコーポレーション 5180001063180 ２４時間店舗とＩｏＴ技術を活用し、地域で一番便利なコインランドリー事業を展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ダイナテック 9180001044004 中古厨房機器販売・レンタル店向けの中古厨房機器洗浄受託事業への新展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社精版印刷 7180001062321 自社技術・経験・ノウハウを活かしオリジナルグッズ製造販売への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 カトウボディ 鈑金塗装技術を活用した事故車買取事業による下請依存からの脱却 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 刈谷市 杉松産業株式会社 1180301014119 脱炭素化社会に向けた低環境負荷工法によるＥＶ車用ディスクブレーキ用中子の開発 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＣＳクリエイト 3180001103228 人々の暮らしに関わる２つの新規事業で、事業再構築と経営の安定化に取り組む。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 一心商事株式会社 9180001043096 インスタントティー製造会社のプロテイン製造販売への新たな挑戦！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社三協 7180301011036 産業用ロボット分野開拓を目指したロボット部品のギア前加工事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＨＣ．Ｈｏｍｅ’ｓ 4180001064213 ＶＲシステムを用いた省エネ／エコ対応のトレーラーハウス・分譲住宅事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 大府市 株式会社うなぎ処かとう 1180001103790 コロナ禍の食事需要に応える最新うなぎ料理のテイクアウト・通販事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 株式会社桂成金属 8180001088084 廃棄物となる電線の被覆を有効利用した「スラッジ」の新規製造・販売 株式会社百五銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社アトリー 8180001109154 「中食完全対応」ハイブリッド焼肉店の出店計画！いつでもどこでも焼肉お届け大作戦！ 豊田信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社アイ・アール・ジェイ 2180001097520 運送業界への参入 丸山　和秀

中部 愛知県 碧南市 栄光陸運株式会社 7180301015094 倉庫業への新分野展開。業務のＤＸ化と物流業界２０２４年問題解決への挑戦！ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社たてりん 7180001116993 Ｅ－ＢＩＫＥレンタルによる顧客層拡大及び地域観光振興事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 碧南市 ワイズ通商株式会社 6180301016886 物流業界の２０２４年問題を解決！運行管理統合システムによる物流のＤＸ化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ゴルフィックス 1180001070131 最新設備を搭載した新時代のゴルフ練習場シェアリングサービス 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ブルー 3180001055196 ＩＣＴ環境化で需要が激増する、ＩＴ端末保護ケースの自社開発及び自社製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラベルマネジメントシステム 9180001044689 ハネムーン専門旅行業による一気通貫婚活サービス提案事業計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社蒲郡印刷所 9180302015298 ＩＯＴを活用しコロナウィルス対策を行う　新しい形のレンタルスペース 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 美友 町の工具屋が地元産青果のジェラート店開業で叶える事業再構築 有限会社えんがわ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社中日制作センター 9180001037957 溶剤印刷機による圧着印刷事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社レベル 7180001106607 テレワーク・オンラインビジネスに適した家具小売業への参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 一宮市 アクアボーテ 美容業のオリジナル化粧品開発・非対面販売による事業再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ＨｙｂｒｉｄＭｏｍ岐阜合同会社 1180003019119 ＡＩシステムを活用した保育施設隣接のコールセンター運営事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｓ－Ｌｉｆｅ 5180001060905 今こそ必要とされる１人焼肉店︕コロナ禍でも負けない飲食業への業種転換 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 常滑市 株式会社アカイタイル 7180001093102 国内初の高性能塗料の販売およびそれを用いた店舗インテリア什器の製造販売 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スターダイン 8180001108247 脱居酒屋　あいち鴨のアンテナショップを併設したコロナ対策万全の鴨料理専門店への転換 小木曽　保幸

中部 愛知県 一宮市 小澤紡績株式会社 6180001082345 地域経済及び国内産業の復興に寄与するため、介護事業への進出 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊川市 山本製作所有限会社 8180302014202 地域とのつながり経済創出を目指す認知症デイサービス新事業展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 有限会社ブレイヴオート 4180002087997 ＤＩＹブースのＢｔｏＣ販売 税理士法人　山内会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社長谷川商店 7180001039823 製材所から出る端材等を活用した無垢材家具・日用品の製作販売事業 花木　栄治

中部 愛知県 名古屋市守山区 フラスタジオ＆ダンサーチーム　マウリオラ フラダンスレッスンの「オンライン提供」及び「動画配信」サービス 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 名古屋市北区 Ｑ．Ｏ．Ｌ．ＣＯＦＦＥＥ テイクアウト×世界の珈琲豆×アートで新しいカフェ文化を創出 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＣＡＲＲＯＴ 9180001123633 スープを極めた創作和風居酒屋がオリジナルスープのラーメンでⅤ字回復 後藤　公平

中部 愛知県 豊田市 山内陶料 陶芸用粘土製造工場による陶芸家を支援するギャラリーの開設 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 田原市 マルモク 家具建具製造業から宿泊業への転換・奄美大島へ家具職人がプロデュースするリゾート宿泊施設への挑戦 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 清須市 株式会社ネクスプレス 7180001131951 完全個室型２４時間シミュレーションゴルフスタジオ事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社イナケン 6180001120336 体験学習型民間学童 中日信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 笹原金型株式会社 2180001078826 ＣＦＲＰ成形用プレス金型開発と航空分野への新規展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社エムワイホーム 1180001130975 名古屋市千種区　児童デイサービス事業　ちくさ児童デイサービスｙｕ－ｙｕ 税理士法人総合経営

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ウィルハウジング 9180301009029 コロナ禍の社会変化に対応する強みを活かした分譲住宅販売の新ブランド構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 リコラ 地域密着型の有料老人シェアホーム事業の新設 山口　徹

中部 愛知県 豊橋市 イクナム研設株式会社 8180301005053 コロナ禍でニーズ増！「一次産業の生産性向上に寄与する養豚設備等の自社製造計画」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 ＩＤルーブル株式会社 8180002049853 食材と味付けにこだわった本格韓国グルメで、非対面ビジネスに挑戦する。 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社かとう 3180001085714 質疑応答対応ＡＩ技術を活用した無人葬儀式場の構築による、小規模葬儀市場のシェア拡大 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社ミタキ 8180302014045 木材からセルロースナノファインバーを抽出し、新たな需要を創出 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 知多郡南知多町 丸幸有限会社 7180002085718 しらすの専業から総合水産加工会社へ進出し、地域漁業者と共に、日間賀島ブランドを全国区へ！ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社石井製作所 7180002022670 最新鋭切断加工機の導入による、ハイテク産業向け設備部材製造への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 犬山市 伊藤木管株式会社 2180001011605 抗ウイルス性の家具製造事業に進出し、医療現場の安全に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社インフィニティ５２ 3180001132929 三重県尾鷲市初！火力発電所跡地を活用したグランピング施設の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 東陽機械興業株式会社 7180301018766 高性能金属加工機械導入による製造ライン搬送機部品製造事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 阿部建設株式会社 3180001011513 家の資産価値を高めるエクステリア事業の展開で顧客生涯価値向上 愛知信用金庫

中部 愛知県 半田市 八洲建設株式会社 2180001092117 ＳＤＧｓ建築によるパッケージ商品の開発及び提案型営業への転換事業 半田信用金庫

中部 愛知県 知立市 株式会社エスエヌシー 7180301014666 バッテリーＥＶ戦略で「ものづくり王国・愛知」を世界の中心へ！ 愛知県商工会連合会
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中部 愛知県 一宮市 日本太陽光発電株式会社 4180001110768 既存電力事業を活用したマイニングサーバーファーム事業の展開 佐久間　達也

中部 愛知県 安城市 有限会社キッズサポート 7180302017767 子どもが家族とともに伸び伸び遊べる農業体験や動物と遊べる貸切の体験パークを提供する 碧海信用金庫

中部 愛知県 碧南市 名曲堂楽器株式会社 2180301015578 地域高齢者の健康寿命向上のための整体と音楽体操サービス展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社富貴堂 9180302011215 風船菓子づくり体験館併設直売施設とオンライン直売事業の展開 羽田野　清光

中部 愛知県 名古屋市千種区 アイディーシージャパン株式会社 3180001100365 猫アレルギーの出にくい猫に特化した猫専用のペットショップの新規出店 株式会社プロシード

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ビジネス・キャリー 8180001126348 宅配サービス事業を主軸とする地域密着型ライフラインの構築 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社中外陶園 1180001079057 やきものをテーマとした観光施設運営を通じた地域観光振興の促進 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 タカツー株式会社 1180001121306 自動車整備技術とレース関係者の人脈を活かしたレース車両販売による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 新晃コンサルタント株式会社 5180001012328 出店サポートをするスーパー等とフィットネスジムの共同出店計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社高木化学研究所 1180301001546 新規抗菌／抗ウィルスＰＥＴ再生繊維への新展開による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 東海イオン株式会社 5180001020198 金型加工物のＱＣＤ向上と環境保全につながる新たな表面処理技術の活用 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＯＷＬ 6180301032347 安心、安全、クリーンな車社会の実現に向けたエーミングセンターの開設 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社やさか創研 2180001141022 高性能ドローンによるＧＰＳ電波遮断境域での点検業務効率化 牧口　晴一

中部 愛知県 名古屋市西区 丸安ニツト株式会社 8180001027232 アパレル資材メーカーの強みを活かしたニットソーイング教室事業の構築 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社のいり 6180001083467 高齢者を中心とした食事及び生活雑貨の配達事業 三嶋啓一

中部 愛知県 小牧市 株式会社竹藤商店 7180001076040 マテリバプロジェクト～新しい暮らしの提案～ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プロスコーポレーション 3180001103021 セントラルキッチンを利用した１頭仕入れによる事業再編 株式会社エモーサル

中部 愛知県 江南市 株式会社エーエーシー 7180001088390 脱炭素社会、グリーン成長戦略に寄与するＨＶ・ＥＶバッテリー再生事業への新たな挑戦 花木　栄治

中部 愛知県 豊川市 三鷹製版株式会社 9180301010259 大型高速精密材料加工／高速高性能印刷を活かしたグローバル販売網の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社隆興 3180002059865 コロナ禍における市場ニーズを捉えたシミュレーションゴルフ事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 ナゴヤフード株式会社 4180001015166 老健施設・保育園の業務効率化を推進する食材発注システム及び完全調理品販売への新分野展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジャスウィル 7180001070712 健康データを掘り起して資産化、未来の健康を届けるＡＩ開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社ひさ＿ 9180301015885 高齢者向け宅配弁当サービス開始による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 あま市 株式会社ＲＤ 8360001019483 試して買って！！家電レンタル 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ディースタート 4180001104729 美容教育事業にデジタル革新を起こす美容教育ｅ－ラーニング事業 播谷　慶弘

中部 愛知県 清須市 株式会社グルメストーリー 2180001070262 飲食店向け食料品製造から介護向けミキサー食製造への新分野展開 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社文理スクール 7180001049211 生徒数増加基調である通信制過程高校サポート校事業への新規参入 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社亀屋芳広 8180001021747 老舗和洋菓子屋が、低糖質商品等を製造し新市場とアンテナショップで展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社Ａ．Ｒ．Ｃ．Ｐｒｏｊｅｃｔ 2180002059024 通勤通学客・近隣住民をターゲットとしたベーカリー事業 大山　康範

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ＴＥＬＬＵＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 6180002060267 多様なニーズに合わせた　“多目的空間モビリティ”の企画・製造 岐阜信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社松鶴園 6180301023379 「有機栽培抹茶」製造体制の構築によるアメリカ市場への販路進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 青山都市設計株式会社 9180002035126 設計で培った強みを活用したインテリア販売店の新たな展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 パートナーホーム株式会社 5180001111658 長野県根羽村の天然木と既存事業で培ったレジンを融合した家具の製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 三昌自動車株式会社 3180001030323 最先端設備の導入と塗装ブースの新設による先進自動車へ対応する新サービスへの展開と環境配慮性の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社アンレット 9180001096714 新規スクロール式真空ポンプ製造による先端技術市場への事業展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 近藤精工株式会社 1180301013954 「非ガソリン車用部品」製造への転換によるカーボンニュートラル 坪井　亮

中部 愛知県 東海市 株式会社アックス 7180001095313 社会課題解決に向けたＳＤＧｓに関する機械販売事業への業種転換 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社想 7180001103620 美容サロンの運営からペット関連事業への業態転換についての事業計画 黒宮　正美

中部 愛知県 名古屋市緑区 高砂電気工業株式会社 2180001028392 試作や多品種少量生産中心のバルブ事業から、大量生産が狙えるポンプ事業への転換 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社中日クリーン 6180001047579 外食産業向け卸売業からの脱却！消費者向け洗剤製造業への挑戦！ 東濃信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ダイセン 4180301022903 産業廃棄物であるコンクリートガラを再生骨材として建設・製鋼市場へ還元する地域循環型社会実現に向けた新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社ダイナモ 7180001080331 企業間連携・先端技術・新素材・をキーワードとした新規プロジェクトの推進 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 名古屋市名東区 三弘エマテック株式会社 1180001036116 ファブレス経営による真空計測分野でのハイパフォーマンスでコストインパクトを有する計測機器の製造 藤田　吉高

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社東海写真技研 8180001022349 障がい者と共に働き、ＳＤＧｓに貢献する事業 茶屋ヶ坂税理士法人

中部 愛知県 犬山市 板津ゴム株式会社 8180001080693 特注機能性枕を足掛かりにした下請けからの脱却 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ダイトーメディア 2180001012594 「障がい児×働く親」、家族を幸せにするライフワークバランスの実現 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市北区 愛知電熱株式会社 3180001011414 食品業界向け瞬間高温蒸気発生装置付きオーブン（ＨＨＲ）開発事業 税理士法人ウィズアス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グローバル・ユナイテッド 5180001117531 高級プライベートサウナ事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市天白区 良質計画合同会社 1180003012602 個室で「息抜き」と「健康増進」　インドアゴルフ事業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 岡崎市 盆栽大樹園 伝統文化である盆栽のＮＦＴ化・商取引の実現 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ウサミ建工 9180001068960 建設業・農業におけるドローン活用を実現する産業型ドローンスクール 株式会社みらい経営

中部 愛知県 安城市 大橋農園 規格外野菜を活用した自社加工冷凍販売による６次産業化への推進 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＰＯＫＨＡＲＡ 4180301012185 ネパールカレーを一般家庭へ！国内随一のセントラルキッチンの構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ホットハートダイニング 5180001078360 餃子飲食店による、ＦＣブランドの協力体制を活かした餃子アンコの自社製造と外部販売計画 株式会社みらい経営

中部 愛知県 刈谷市 近藤スプリング株式会社 9180301017403 キャンプ市場拡大に伴う自社の鉄加工技術を活かしたキャンプ用品開発事業 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社シャチホウ 1180001030705 「巣ごもり需要」「リベンジ消費」に応える飲食店・テイクアウト専門店事業への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 西尾市 株式会社アクト 6180301023610 アルミ加工技術を活用したオリジナル商品の製造及び販売事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社近藤印刷 6180001019421 印刷会社から、エシカル工房へ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 西尾市 もんぺまるけ 島の魅力を詰め込んだ新たな看板商品の開発による新分野展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 大丸食堂 愛知県春日井市における日本初の水分量で焼き上げる高級食パン「ワンハンドレッド」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 一宮市 株式会社ワールドエッチング 8180001084083 脱・自動車市場依存！エッチングシボ加工技術を活かしたブランド包丁の受託製造事業への参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社ナカノ工業 4180001093765 廃プラの革新的な油化技術を活用したリサイクルプラントの製造による資源循環の実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社プロネットワークス 2180001077712 地域の観光業への波及効果と雇用創出を狙った遊漁船事業への新規参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社蔵屋 6180002050144 「中古住宅＋ＶＲリノベーション」リフォーム専門店のノウハウを活かして不動産業へ転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社カネ正 4180001035247 魚食文化の発展と地域社会に貢献する鮮魚店 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社チェリーズ 7180001091378 時代先取りのＥＶ販売と整備！カーボンニュートラルなチェリーズ 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社山一住宅 8180301003916 小型風力発電機の開発及び製造販売 小林　奈緒

中部 愛知県 名古屋市西区 スモグリ株式会社 5180001127786 ペット同伴可能なワ－ケーション対応型リゾート宿泊施設の開業 右納　誠司

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＴＭＷ 2180001026099 日本初！機械に材料を段取りする治具配置設計の支援ソフト開発に挑戦する事業 西岡　昭彦

中部 愛知県 岡崎市 株式会社杉浦テック 5180301003910 設備製作企業から量産製造請負企業へ～省人化技術を育てる新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＭＲＴ 2180002019556 ５軸マシニングセンタ＋ロボットによる先進的医療機器部品加工 株式会社三十三銀行
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中部 愛知県 半田市 モアテック株式会社 2180001092109 食品企業へ提供するイノベーション”モアテックＤＸ”コロナ禍での高度なリモート全プロセスのデジタル化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ねこや 8180301029952 現役猫ブリーダーが考案！オリジナル商品の開発と販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 豊田エンジニアリング株式会社 4180001051095 動画学習システムを活用した企業研修サービスによる「ものづくり企業」の人材育成支援事業 愛知中央税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 デザート株式会社 4180001115833 一級建築士事務所による照明・映像・家具を組み合わせた『空間デザイン』商品の販売 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 豊川市 平松公認会計士事務所 ＤＸ化にあると便利なネーミングサービス（ぱっとネーム） 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社ショウワエンジニアリング 2180302016740 ＩＴを活用した「ショウワ“安心おまとめサポート”」出張コンサルティング事業の展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 岡崎市 伊藤農園 農家による特別（低農薬）栽培ブドウの自然発酵ワイン製造事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 エスピービー株式会社 6180001061547 フィリピンをメインターゲットとした越境ＥＣ立ち上げ計画 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社一旗 3180001137275 新たなデジタルコンテンツへの挑戦！「メタバース」制作事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ヴィクトリア 4180001122375 エステ店の移転と新サービスの開発による健康市場への参入 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 西尾市 Ｈａｉｒ＆Ｃｕｓｔｏｍ　Ａｉ－ｎｅｙ　ｆｉｌｍ 高齢化社会に向けて、介護する人もされる人もいたわり合う為に介護脱毛のニーズを高める 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｋ　Ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 3200001031946 ＩＴを活用下運営と最先端ＬＥＤ施術器で胎教する“セルフ脱毛事業”の展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社三和不動産 4180001016833 オートキャンパー・在日外国人向けキャンピングカーレンタル・販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ナンバーツー 9180001106258 婚姻数減少に伴う更なる少子化を改善する婚活アプリ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 大府市 光貴スペーステクノロジーズ株式会社 8180001095213 ＤＰＦ再生によるトラック輸送業界の革新をはかる 税理士法人ポラール

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゼニタ 6180001089919 日本初の治療院併設型・感性医工学研究施設の設立によるホームヘルスケア製品の開発と市場化 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社エージーホーム 8180302023847 地域初！本格的なｅスポーツ施設の運営による業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社大醐 7180001012557 外注倉庫の内製化を含む倉庫事業の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社発知商店 1180301001769 テイクアウト事業参入における新業態キッチンカーパーク運営とキッチンカー運営の相互事業計画書 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社生総合開発 7180001127990 繁盛店の施工実績豊富な不動産会社が手掛けるスイーツ＆バーの二毛作 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 旭観光株式会社 4180001092172 既存のパチンコ店をリニューアルした大型ディスカウントショップ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 江南市 株式会社江南工業所 2180001087414 デジタル技術を活用した産業用ロボット向け製品の事業化 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サカツコーポレーション 3180001036254 地元飲食業応援サブスクリプションアプリ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

中部 愛知県 知立市 株式会社ロハスフード 5180301014899 療養食向け冷凍パック惣菜の製品開発と新たな市場への展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社リベルテ 7180002091063 丸の内食の街　自動販売機設置事業 税理士法人ポラール

中部 愛知県 大府市 有限会社ヒカリセイコー 1180002085070 多品種少量での柔軟な対応を活かした医療機器向け部品加工への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社学校良品 7180001128865 インバウンド需要を狙い打つ日本ブランド特化型の自販機店舗＆越境ＥＣサイト構築 坪井　亮

中部 愛知県 高浜市 株式会社磯貝鉄工所 9180301015638 新工場の建設と、次世代モビリティ＆ＥＶ事業への取り組み 小倉　裕樹

中部 愛知県 刈谷市 竹甚板硝子株式会社 4180301014165 ガラス工事業者主導のユニット化 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 大府市 橘萄園 地域農業を盛り返す次世代ブドウ農家がＢ級品加工で挑む６次産業化カフェ事業 大府商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丸八テント商会 4180001040759 創業７０年のテント屋が一般プロキャンパー向けの製品開発に挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三徳屋菓子舗 5180301032983 創業１００年、和菓子の技術力を活かした和カフェ事業の展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社柴正 5180001096791 自炊需要に対応し、既存の酒類事業とも相性が良い餃子製造販売の開始 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 大府市 株式会社三恵シーアンドシー 4180001092503 電動化製品の加工・組立ラインをまるごと一式で受注を可能な省エネ工場建設 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 キャスモ株式会社 4180001106873 ドッグフードアンテナショップも兼ねた都市型総合ドッグスペース 松尾　基司

中部 愛知県 豊田市 有限会社光明堂 1180302021972 寺院用新サービス～顧客ニーズを創造するサービスの構築～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 コツヨシ株式会社 8130001053464 『障碍者福祉×ペットサービス』進出による雇用創出と地域活性化 小倉　裕樹

中部 三重県 名張市 そば処　御嶽 こだわりの岩魚を用いた商品を製造販売し国民のＱＯＬ向上に貢献する 株式会社中央ビジネスグループ

中部 三重県 津市 久居商事株式会社 2190001001373 既存事業の多種多様な顧客層を活かしたドローンサービス事業の立ち上げ 中北　洋

中部 三重県 四日市 佐藤洸一 プロサッカー選手のセカンドキャリア：脱毛×美歯口　エステサロン経営 後藤　公平

中部 三重県 尾鷲市 株式会社紀南組 2190001004401 気楽に来れる「隠れ家サロン」で再構築！プロの施術で健康促進、地域社会に貢献します。 株式会社中小企業経営支援センター

中部 三重県 四日市 レインボープロモーション株式会社 8190001018668 既存店舗をテイクアウト重視の店舗に転換する事業 株式会社三十三銀行

中部 三重県 松阪市 橋本酒店 レトロ居酒屋から『英語塾寺子屋』提供による新分野展開 松阪商工会議所

中部 三重県 三重郡川越町 花福 託児所を併設した生花店　地域に密着した居心地の良い生花店を目指して 桑名三重信用金庫

中部 三重県 多気郡明和町 エルエスエス　トラベルメイク 旅行代理店から「健康体験を生み出す施設」へ業種転換する事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 尾鷲市 株式会社柏屋本店 2190001004748 いなり寿司のテイクアウト販売事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 魚歳食品株式会社 2190001000136 水産練り製品製造の強みを活かす！相性のよいうどん店で再構築 森島　大吾

中部 三重県 伊勢市 有限会社北武運輸 3190002011008 物流倉庫の建築による倉庫業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社カー・ファミリー・ヒグチ 6190002006178 認証工場として車検業務に新規参入、収益構造の変革でコロナに打ち勝つ 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鳥羽市 ミュゼア 自家製バームクーヘン工房を開設し菓子製造業へ展開 鳥羽商工会議所

中部 三重県 桑名市 株式会社游伸 1190001012693 ドローンサーキット事業への新分野展開による新市場開拓 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社丸中商店 6190001007012 ＳＤＧｓに対応した環境洗剤の製造事業開始による洗剤市場への進出 伊勢商工会議所

中部 三重県 志摩市 しましまマリン合同会社 7190003000963 漁業経験を活かした食・遊・泊一貫事業への業種転換 菊池　武広

中部 三重県 名張市 有限会社賛急屋 3190002013342 大衆居酒屋からコロナ禍に対応した地域素材にこだわった焼肉店に転換 税理士法人とよのパートナーズ

中部 三重県 名張市 ＨｉｇｈＳｔａｔｅ株式会社 4190001027045 居酒屋からコロナ禍に対応した地域密着による学習塾への業種転換 税理士法人とよのパートナーズ

中部 三重県 亀山市 有限会社プライデア 8190002004849 新しい冷凍パン開発で、パンの一番おいしい瞬間をお届け。「親子で楽しむパン時間」を提供 株式会社シャイン総研

中部 三重県 四日市 茉莉奈バレエスクール 多数の宝塚入団者を育てた指導者によるパーソナルマシンピラティス事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 株式会社あかり屋 9190001020838 空き店舗活用の体験型遊び場と自社の新サービスで地域を元気に 津商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社誠和機工 2190001020679 スマート建機導入による管工事業から総合土木工事業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 亀山市 コインランドリードリーム コインランドリーの待ち時間をたい焼き屋で有意義に サポート行政書士法人

中部 三重県 四日市 トビタ電裝有限会社 1190002021248 エーミング対応した地域初の大型車向けの最先端工場への転換 西塔　隆二

中部 三重県 三重郡菰野町 セントラル技研株式会社 7190001017423 セントラルベンダー（工作機械）の製作・販売による新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 石川自動車 認証工場の認可取得による車検事業、及び車塗装や橋梁等インフラの塗装・錆剥がし事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 多気郡明和町 株式会社沢田食品 7190002014964 松阪の地域性と自社の強みを最大限に活かした取り組みによる事業再構築 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 有限会社八百正 3190002009919 『老舗仕出し屋のノウハウを活かしたレトルト・冷凍商品の開発・製造・販売』 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ワンズライフ 9190001025176 情操教育へアプローチ！感受性を育てるふれあい動物園 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 松阪市 有限会社左近測地 2190002000622 コロナ時代に打ち勝ち　Ｖ字回復を図り、３Ｄ測量技術による測量体制を再構築する 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ヴァナ 3011101082659 ＤＸとサウナによる、ゴルフ場の体験型リゾート化の開発と運営 山下　謙一郎

中部 三重県 四日市 株式会社アトリエＴＡＣＨＩ 6190001025245 サプライズ販売の小売業から印刷業への新分野展開への取組み 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 一般社団法人ここテラス 5190005011119 安心の１日１組限定。尾呂志地域と連携したグランピング事業 新宮商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 季節料理　馳走 地元食材の魅力を全国へ発信！飲食業から冷凍食品製造業への新分野展開！ 株式会社百五銀行
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中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ｎｅｖｅｒ 8190001021457 難削材の高精度精密加工技術の確立と低コスト生産体制の構築により航空機分野への参入を実現 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 馬路組 巣ごもり需要を掴む～ドライ＆ロックガーデン専門の造園・園芸販売事業の展開 石井　伸暁

中部 三重県 四日市 柳川製罐株式会社 4190001027680 主力製品を新分野の炭化設備装置とし事業再構築を図る取組 一般社団法人東海経営支援センター

中部 三重県 津市 サンユー技研工業株式会社 2190001000409 新たな収益確保のための電気自動車（ＥＶ）部品への進出事業 神谷　隆生

中部 三重県 度会郡南伊勢町 有限会社友榮水産 7190002010006 消費者と生産者、地域をつなぐ！漁業の新６次産業化ビジネスモデルの構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 度会郡大紀町 株式会社ＤＡＧ 7180001129954 地元一次産業の活性化を支援する、ドローン教習所開設計画 小松原　史雄

中部 三重県 四日市 有限会社市川プレス 8190002019244 強みを活かした自動販売機部品製造業からアウトドア用品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 伊賀市 ニチニチ製薬株式会社 5190001008606 乳酸菌培養液を原材料とした肥料の製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 松阪市 株式会社マジェスティックダイニング 5190001011452 工場新設による企業向け弁当デリバリーと店舗人気メニューのＥＣ販売 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 株式会社三重平安閣 5190001016427 葬祭業がペット葬を主としてペット関連総市場に参入する再構築事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 コビトラック株式会社 5190001024958 車検・整備業から、顧客要望に応えて架装・塗装が可能な総合整備業へ変革 岩佐　修二

中部 三重県 熊野市 飛成工業 遊休地を活用したアウトドア事業による、過疎化等地域課題解決型事業の展開 あかつき税理士法人

中部 三重県 伊賀市 株式会社名阪ステンレス工業 2190001009235 難削材チタン製品の高精度・高効率生産体制の構築によって半導体市場への進出を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 志摩市 株式会社Ｐａｓｔｉｍｅ 2190001027484 自然を満喫して非日常感を楽しむ国府海岸側での宿泊施設運営事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社カーゾック 6190001005255 木と森に触れ合う楽しい体験型施設で遊びと学びを提供する事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 いなべ市 有限会社太陽精密 6190002017885 ロボット向け精密減速機部品の研削加工を開始し新分野展開を実施する。 橋詰秀幸

中部 三重県 伊勢市 有限会社ふらんす 8190002009600 老舗洋菓子店が新しい和菓子「フルーツ大福」などへの挑戦！ 税理士法人あおぞら

中部 三重県 桑名市 有限会社服部製菓舗 6190002017448 高付加価値商品「江戸前納豆巻き煎餅」の開発による通販需要の獲得 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 いなべ市 株式会社水貝製作所 5190001012970 高精度加工技術による成長市場の半導体製造装置産業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 亀山市 株式会社ＭＥＣＣＩ 5190001028678 新たな枠組みにおける発電用チップとしての廃タイヤ提供事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社ナカテツ 7120101033855 いち早くコロナ前の水準に需要が戻った商用車用大型ハブベアリング製造 株式会社りそな銀行

中部 三重県 四日市 有限会社丸八組 8190002022132 高品質なスペシャルティコーヒーの提供・新事業への新たなる挑戦 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 株式会社坂上工業所 6190001014891 鋼構造物製造における梁加工業から柱加工業への飛躍的業態転換 株式会社三十三銀行

中部 三重県 志摩市 株式会社伊鈴屋 3190001021668 地域農産物の特性を活かした新食材の開発及び提供 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊賀市 有限会社共和鈑金 5190002012136 ＡＳＶに対応できる設備の導入により新分野への進出を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 やわらの湯まるや（民宿まるや） 「泊食分離による利益率・稼働率アップスキームによる全国の旅館に憧れられる二見町旅館街再生」プロジェクトへの参画 桑名三重信用金庫

中部 三重県 いなべ市 株式会社アイテクノス 2190001013286 新商品開発で脱炭素を見える化。中小企業ＮＯ．１のリサイクルモデル企業へ。 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社ナベル 6190001008588 蛇腹技術を核とした放電加工機フィルタービジネスへの新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 度会郡度会町 有限会社大西自動車整備工場 4190002008449 人と社会と自然環境の未来を乗せる自動車サービス 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 下島モータース 一般車向けレーシングサービスとシミュレーター導入によるドライビングレッスン事業の開始 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 有限会社木下茶園 2190002008616 老舗お茶屋による菓子製造事業での新たな販路拡大及び雇用促進 伊勢商工会議所

中部 三重県 いなべ市 Ｌａｚｏ　Ｋｏ－ｍｕｔｅｎ 田舎だからこそできる、オートバイの聖地を三重県北部に作る 桑名三重信用金庫

中部 三重県 桑名市大字安永字拾壱区 大洋産業株式会社 1190001012363 都市インフラを支える上下水道用製品製造技術を応用した新たな市場開拓と体験工房を通じたものづくり技術の継承 株式会社清水銀行

中部 三重県 伊賀市 サンオート桑原合同会社 5190003003019 ＡＳＶの普及による事故のない自動車社会を実現するエーミングセンターとしての整備サービス 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

中部 三重県 津市 株式会社ＷＡＧＹＵ　ＪＡＰＡＮ 8180001099874 和牛の海外輸出事業から国内市場へ向けた事業再構築事業 浮島　達雄

中部 三重県 津市 有限会社誠心 1190002004079 小規模葬儀会館を建て、安置施設（「ご遺体ホテル」）を増やし、葬儀一貫サービスの充実を図る 一般社団法人三重県中小企業診断協会

中部 三重県 四日市 坂部運送株式会社 5190001017573 倉庫業として、周辺地域の企業様の製品の受け皿となる倉庫の提供 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社油米 7190001006392 ガソリンスタンドから新たなＥＶカーレンタル事業への挑戦 桑名三重信用金庫

中部 三重県 津市 グルマンズ株式会社 7190001025450 拘りの肉、換気環境で幸せ時間を作る！安心・安全・旨さ１００％の焼肉事業 白川　淳一

中部 三重県 松阪市 株式会社フォーレスト 6190001010791 ＩＣＴ建機導入による熟練技術の簡素化及びＩＣＴ活用工事への挑戦 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 南勢糧穀株式会社 1190001006860 顧客ニーズを捉えたリパック（包装）業務による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社Ｍ’ｓＪＡＰＡＮ 4190001019942 コンテナ製造から空間の提供に 松阪商工会議所

中部 三重県 亀山市 三重コンドー株式会社 2190001003502 新たにアルミ専用の加工工場を建設し電気自動車（ＥＶ）のアルミ製車体部品の製造への進出事業 神谷　隆生

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ハマムラ工業 1190001006258 「健康寿命を伸ばす」がコンセプトの新しいトレーニングジムの設営 株式会社三十三銀行

中部 三重県 志摩市 美舟駐車場 顧客ニーズを捉えた観葉植物の販売による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 度会郡大紀町 有限会社中部レジャー 7180002042025 「釣り人ファースト」の釣り船事業への挑戦～地域おこし協力隊と共に～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 亀山市 株式会社ナベカ 4190001003459 廃プラスチック等リサイクル原料を使用したマスターバッチ製造による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 株式会社ＭＯＪ 7190001029063 ＥＲＣＭ（有機物減容装置）によるＳＤＧｓに対応した環境負荷低減型移動式電子リサイクルシステムの構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 エムツー 整備技術を駆使した一般高級スポーツカーの一括管理サービス 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 有限会社カーオーダーＭ 1190002023269 ヒトとＩＴテクノロジーの融合。デジタル指定工場整備業への転身 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 志摩市 有限会社Ｚｅｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ 3190002010348 子供たちに教育的体験を届けるグランピング施設の建設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鳥羽市 ざっこＣＬＵＢ 世界に先駆けた独自開発の　活け締め熟成イセエビ加工技術でオンライン販売へ業種転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社バース 3190001016882 あらゆるメーカー車に対応したレーシングカー専門のファクトリー事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 有限会社快楽亭 8190002013734 日本料理店による「ベビーフード（乳幼児用中間食材）」の開発・製造・通信販売 桑名三重信用金庫

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 株式会社タケウチ 1190001026363 ポストコロナ時代に適応するＤＩＹユーザー向けデジタルプリント事業の開始 新宮信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 ＮＯＶＩＴＡ　ＦＡＲＦＡＬＬＯＮＥ 地元食材を活かしたテイクアウト・デリバリーや商品販売を行う新たな飲食事業の展開 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 株式会社ダイシン 8190001017208 コロナを乗り越え下請け１００％からの脱却「ファインバブル装置の製造・販売」 株式会社三十三銀行

中部 三重県 南牟婁郡紀宝町 ｍａｒｉｃａｍ 自己保有の遊休不動産を活用した多様的新事業サービスの提供 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 フヂイエンヂニアリング株式会社 9190001018865 電動キックボード製造における国内サプライチェーン構築と海外販路開拓 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊賀市 株式会社平本精機 8190001026019 新工場建設と５軸加工機による医療・半導体分野への事業展開 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 三重郡菰野町 アースワンファーム株式会社 6190001026458 地産地消の農産物によるテイクアウト、ドライブスルー方式のご馳走おにぎり　総菜弁当の販売事業 株式会社マックコンサルタンツ

中部 三重県 名張市 マルト建設株式会社 5190001009562 間伐材や林地残材の問題も解決し、陸の豊かさを守る事業 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 有限会社亀和組鋼業 8180002005906 バイオマスプラスチック用原材料を廃棄物系バイオマス資源から製造する新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社高真 4190001004993 加熱調理を導入！！飲食店のセントラルキッチン化を支援！！ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社ラッキータウンテレビ 3190001012320 ５Ｇと顔認証システムを用いた本人確認システム・ＤＸソリューションの展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 近藤緑化株式会社 9190001004972 春夏秋冬の緑化木、花木、山野草を配した四季の森を満喫するテーマパーク事業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 伊勢市 株式会社ロジセンス 4190001021733 「キャリアベース三重　起業・就職・移住拠点」（仮称）の開発・運営事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 伊賀市 西川技研 パワー半導体用基板製造に使用する極小径ＰＣＢドリル研磨加工の供給 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 ウラタ木材株式会社 7190001011145 木材仕上げ加工事業の新分野展開で事業再構築を目指す。 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社南条製作所 6190001005263 再生可能エネルギー拡大に伴う洋上風力発電事業への転換 北辰コンサルティング株式会社

中部 三重県 伊賀市 宏洋配管機器株式会社 1190001008469 難削材の高度なＱＣＤに対応できる生産体制の構築により新分野の旺盛な需要に対応 北伊勢上野信用金庫
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中部 三重県 志摩市 株式会社旅館満潮 8190001008116 コロナ禍のマイクロツーリズム・日帰り旅行需要を捉えた全面オーシャンビューのバーベキューレストラン事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 四日市 株式会社　ｓｈａｎｔｉ 8190001021003 企画デザイン力を生かしたＶＲ（バーチャルリアリティ）制作への業種転換 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 多気郡大台町 ソフトママ有限会社 4190002015560 乳幼児衣料の技術を活かした赤ちゃん肌基準の成人衣類による新規顧客開拓 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 福島工業 電子分解炉・製炭炉を用いた革新的なリサイクル業 松阪商工会議所

中部 三重県 伊賀市 西ざわ笑店 精肉販売業への進出とオリジナル商品の開発・販売による事業再構築 上野商工会議所

中部 三重県 松阪市 株式会社伊松 3190001019431 漁業を再開発させるハイブリッド型密閉閉鎖式陸上養殖を用いた６次産業への新展開 松阪商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社一志精工電機 1190002001786 特許取得の加工技術を日本に広める金型業界の革命 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 有限会社岡金フードサービス 1190002002479 既存事業との連携でシナジーを生み出す「岡金コインランドリー」 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 三田工業株式会社 7190001005411 日本の安全保障・防災・種の保存と教育を特殊ドアで貢献します！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社Ｉｓｈｉｓ 1190001024821 店舗型非接触セルフエステティックサービス事業計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社喜場 6190001023389 地域資源を活用した商品製造のための工場新設による飲食店から食品製造小売業への業種転換 三重県商工会連合会

中部 三重県 度会郡大紀町 長栄丸 「養殖の未来を切り拓く６次産業化　～多魚種加工品の年間お届けサービス～ 農林中央金庫


