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事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます

エリア名 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

関東 茨城県 久慈郡大子町 合同会社フジタアップルオーチャード 9050003004563 自然体験型のワークショップと農園カフェによる新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 株式会社ヒルタ 3050001023728 ファッション婦人服販売からＦＣを活用したスポーツジムへの展開 株式会社経営科学研究所

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ひたち農園 7050005008440 インターネット決算を活用した非対面対応型卵の無人店舗販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社山岸カンパニー 7050002018054 地産地消こだわりの地元食材を取り入れたラーメン店への事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 ヒロセ米穀 欲しいときに欲しいだけ、肥料農薬セットオフ販売システムの構築 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 オーリスアース 産業用ドローンの新規導入による高効率農薬・肥料空中散布事業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 常総市 マークフィックス ギフト市場にオリジナルデザイン＋ＤＩＹギフトを小売提供する事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくばみらい市 Ｗａ・ｍｉｎｇｕ 「かっこいい」を引き出せ！　美メンズプロデュース事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 有限会社マルキョウ商事 9050002017178 居酒屋を廃業し、高齢者向け機能回復訓練施設への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＬＥＩＤＥＡＳ 5050001046660 中国市場向け中小企業ショートムービーマーケティング支援 水戸商工会議所

関東 茨城県 日立市 ＣＡＮＶＡＳ合同会社 8050003004606 模範となるキッチンカー事業とシェアキッチンカー事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 坂東市 有限会社ステーシア 5050002019946 お母さんもこどもも笑顔になる、家族限定のグランピング宿泊施設 萩原栄公認会計士事務所

関東 茨城県 下妻市 島田機設工業 オーダーメイドでのロートアイアン看板製造による業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社結城家 7050002017510 日本料理店から葬儀業界向けのケータリングサービスへの事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 かとり台整骨院 サイボーグ機器を用いた訪問マッサージ治療への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 小美玉市 有限会社すがなみ 1050002015412 障害者の個性を活かし、福利厚生費削減に貢献する高工賃Ｂ型事業所の開設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 有限会社廣瀬石材店 5050002015813 先祖の思いを形にする墓じまい事業への進出 石岡商工会議所

関東 茨城県 取手市 株式会社能達 6040001086839 在留外国人向けよろず相談所と駅前シェアオフィスの提供 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 佐藤米菓有限会社 8050002042053 米菓製造設備を活用したワッフルの製造事業への進出 下館商工会議所

関東 茨城県 神栖市 クッチーナ　イタリアーナ　ペスカッペ イタリア料理店によるデリ・食材とデザート小売事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 有限会社ピュアチェール 1050002043883 セットアップ工場の新設による転退職者向け名入れプチギフト市場への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城市 有限会社ファミーユ 7050002044942 輸入雑貨の販売店からサステナブルファッションの製造業への転換 結城商工会議所

関東 茨城県 結城郡八千代町 このか設計株式会社 3050001027191 地域農産物シロップを活用したフワフワかき氷専門店への始動 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 神栖市 株式会社ジー・ジー・ウェーバー 4050001022159 地元の生産物を当社の料理人たちが自ら調理。神栖・鹿嶋市を代表する贈答用食品の展開 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社愛 4050001043386 爪を装飾するジェルネイルから、コロナ禍でアルコール消毒によって手荒れに悩む人に対するハンドケアサービスの事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 つくば市 合同会社アイメディアサービス 8050003005901 オリジナリティと思い出に残る高品質手作り結婚指輪事業 土浦商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社アクト 1050001050006 店舗改装による、セルフ会計レジを導入した非接触型テイクアウト・デリバリー事業を開始します ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 茨城県 日立市 株式会社ＳＥＩＡ建設 4050001044178 全世代を対象とした脱毛サービスの提供（美の追求から介護まで） 日立商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社尾形工務店 2050002016277 新部門「建築資材卸売業」設立とトータルサービス提案事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 株式会社狩谷造園 2050001040906 伐採工事の際に出た木の根を加工し販売する計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 取手市 ベルブレス合同会社 1050003004265 婚活事業者と婚活支援希望者のマッチングをサポートする婚活ポータルサイトの構築 糸川　純平

関東 茨城県 つくば市 Ｇｅｔ蔵 業務用工具に特化したオンライン併用のリユースショップ運営への業態転換 小沢　英司

関東 茨城県 つくば市 株式会社キャンパスライフドットコム 2050001047975 非対面型完全オンライン家庭教師サービス「ツク学」 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社アガト 5050001035655 茨城県の特産品を使ったジェラートをテイクアウト販売に！ 横山　聡

関東 茨城県 龍ケ崎市 エリデザイン 店舗設計デザイン力を活かした、カフェ兼レンタルスペース事業の立ち上げ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社メディクリエ 3050001017580 コロナ禍から脱却して日本アニメの成長に貢献する背景美術制作への新展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 有限会社戸塚木材工芸 5050002044795 審美性が高く木材を活かした癒しの空間を提供する立体デザイン建材製造販売事業 経営ビューイング株式会社

関東 茨城県 行方市 株式会社根本総業 7050001040447 デジタル技術を活用した外壁リフォーム事業 鴨下　智法

関東 茨城県 つくば市 株式会社ｏｗｌ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4050001016499 地元に根差した脱毛サービス事業への再転換 ストラーダ税理士法人

関東 茨城県 筑西市 来福酒造株式会社 8050001032204 隣接する古民家を改修しカフェや催事場を設け地域の観光拠点と近隣住民の交流の場を作る。 小峰正義

関東 茨城県 水戸市 ｒａｉｎ　ｃｏａｔ　ｓｔｕｄｉｏ クリームソーダキッチンカーと新様式楽器レンタルサービスの新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社萬道総業 6050001020367 板金・金物工事業者による特許技術を商品化した高精度金属屋根材の製造 佐原信用金庫

関東 茨城県 土浦市 石川 健康に貢献。レンコンパウダー製造・販売への新分野展開 西村伸郎

関東 茨城県 筑西市 シティーヴィレッジ 動画撮影可能な小型船舶改修による釣り船事業へ業種転換。 下館商工会議所

関東 茨城県 つくば市 有限会社大和タクシー 8050002012386 タクシー会社のフットワークを活かした少人数での会議も可能な動画配信スタジオ複合施設の展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 茨城県 水戸市 合同会社Ｋａｍｐｕｓ 1050003005924 「冷凍総菜」の販売開始と店舗の新規出店 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社Ｍ’Ｓ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9050001020083 ガーデンファニチャー卸売業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 高田接骨院 屋内パーソナルトレーニング専用マルチコート（ミニコート、ミニグランド）の運営 水戸商工会議所

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ホテル鮎亭 7050001026850 地域の課題をワ―ケーション事業で解決　～茨城県北の老舗旅館の新たな取り組み～ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社佐藤電化工業所 1050002008440 研磨作業に換わる精密化学研磨装置の開発と半導体・医療分野への新市場展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク 5050005011792 取手独自デリバリーサービス事業　ＴＯＲＩ　ＤＥＲＩ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社協栄化成 3050001013893 異性押出成形技術の高度化による新分野展開 近山　寿博

関東 茨城県 つくば市 昭和管工事株式会社 8050001015670 地域に安全安心をお届けするホームケア・生活ケアサービスの開始 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ビーズニーズヴィンヤーズ 8050001043960 ブドウ栽培業から自社ワイナリーによるワイン製造業への転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 有限会社精肉畜産吉田屋本店 4050002036430 老舗精肉の卸問屋が再起を懸ける！焼肉店への新規参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社テリオ 7050002008328 高齢者の終活の支援を行うおしゃれな空間でのデイサービス事業 鈴木　恒夫

関東 茨城県 笠間市 Ｋｅｉｃｏｎｄｏ 笠間焼を中心に据えたゲストハウスなど地域初の複合施設の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＬＩＧＨＴｚ 6050001041719 金属プレス業界初の自社開発ＡＩを可能にするデジタルスレッド事業 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 つくば市 フジテクノ・シナジー株式会社 2050001041722 蔵元向け脱気システムのモバイル化と脱気サービス事業への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 久慈郡大子町 咲くカフェ合同会社 2050003004529 既存店舗近隣の空き家を活用したベーカリーカフェの新設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社山長 2050001022268 改正車検制度に対応した非接触によるデリバリー車検事業への挑戦 藤原　和江

関東 茨城県 古河市 株式会社中村商店 1050001018754 薄板鋼板加工の高精度化による国内建機部品材料供給への進出 シェアビジョン株式会社

関東 茨城県 ひたちなか市 日本紙材株式会社 8310001013219 ＳＤＧｓ！総合リサイクルへの業種転換と強固な経営基盤づくり 株式会社グッドパートナーズ

関東 茨城県 守谷市 スタジオライズ株式会社 5050001030367 シニアを対象、「守谷の我が町のカメラマン」がいる「咲八写真館」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ヤ印 4050001007119 ＴＰＰ対応！潮目の海・常盤沖真鯖の干物輸出で当社と漁業の潮目を変える 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 コナン精工株式会社 2050001012244 革新的金属加工と検査体制構築、衛生配慮型医療市場へ大胆な挑戦 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社長寿荘 2050001006915 常陸の海・山・畑の幸に冷凍技術の魔法で茨城の魅力度満開計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 有限会社フローリストマツザキ 3050002043618 地域のニーズに応えた「遺体安置」「家族葬」サービスの新展開 結城信用金庫

関東 茨城県 古河市 有限会社奈良製作所 4050002024170 鍛造部品加工の高精度自動化によるポストコロナ生産プロセスへの革新 株式会社栃木銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社おはな 6050001041982 コインランドリーと施術スペース併設で、隙間時間を活用 水戸信用金庫

関東 茨城県 かすみがうら市 イバノウ 農業から、人気焼き芋店のバックアップを受け飲食事業へ進出する。 株式会社筑波銀行



2 / 53 ページ
事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます

エリア名 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

関東 茨城県 稲敷市 株式会社アイザ 4050001025780 革新的な仕組みのディーラープラットフォーム「ｓｕｐｒｉ」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社アクエルド 5050001045134 非日常空間と地域の魅力・自然の恵みで整うステイケーション事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社ふじ美装 1050002003879 茨城発！地域連携力を活かしたドッグラン併設カフェ事業で新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社壮希 7050001015746 テント型運動施設新設による障がい者スポーツ事業への新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 Ｈａｒｒｙ’ｓ株式会社 3040001097186 ドローンを活用した、光触媒（酸化タングステン）散布事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社茨城農園 9050001038753 園芸センターとカフェにて、消費者と顔の見える取引へと事業を転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 雪村庵 厳選された地元食材を使用した宿泊施設付きレストランへ事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 宮川建材株式会社 7050002042830 本格的なものづくりを楽しみながら体験できるＤＩＹパーク事業の運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 バンプスヘアーデザイン マッチングサイト運営を通じた美容室の採用活動支援による美容業界の活性化 白川　淳一

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 デジタル活用による省人化・２４時間フィットネスジム事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社良興 2050001033661 茨城でトップニッチを目指す！公共工事から民間造園・外構工事へ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ライジングコーポレーション 7050001008485 メンテナンス経験とＩＯＴ活用による選択されるコインランドリー 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社インターサポート 2050001004043 デジタル化新時代を開く、プライドとスキルを兼ね備えた自動車整備士の育成講座 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社真弘工業 7050002017031 ハイテク自動化工場への業態転換による高まる工作機械需要への対応 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 つくば市 株式会社久松石油 5050001016069 ガソリンスタンドからスタッフ常駐型洗車ステーション運営をキーとした地域密着型サービスへの転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社フジヨシ 5050002042452 定着率向上を支援する『保育人材の採用・育成ＤＸ事業』の展開 下館商工会議所

関東 茨城県 久慈郡大子町 有限会社久慈祭典 1050002035939 葬儀事業を縮小し遺体ホテル事業へ経営資源を集めた業種転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社インチッタ 7050001037550 庭造りのプロが提案する、カスタマイズテレワークスペース展示場 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＫＦＰ　ＪＡＰＡＮ 2050001042563 旬の野菜を用いた「季節の彩り点心」の開発販売 座間　佳明

関東 茨城県 取手市 有限会社椎名米菓 4050002037346 業歴８７年茨城県せんべい製造業の新分野展開コーヒー販売事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社栄伸精機 1050001026492 ３Ⅾプリンター製品及び、半導体製造装置部品に対応した生産体制の再構築による販路拡大 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 鈴木段ボール工業株式会社 7050001014442 「梱包資材の総合商社」機能による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社エーベン 7050001011373 「おおますの駅が誕生」石岡地域を救う農産物直売所を展開！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 藤和建設株式会社 7050001002934 コロナ禍の日常に南国の安らぎを！大洗にて「非接触型リゾートグランピングヴィラ」事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社桑商 4050002004569 国産きくらげのワンストップ製造販売の挑戦に向けた新分野展開 藤原　和江

関東 茨城県 つくばみらい市 日東商事株式会社 5050001009634 本音の語り合いの場を提供する企業向け会員制アウトドアスペース事業への新分野展開　～　施設名「僕らのＡＪＩＴＯ」　～ 税理士法人サニタス

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社清水製作所 7050002008501 災害対応大型計器特殊配管加工を契機とした高精度特殊配管業への挑戦！ 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 坂東市 株式会社わたなべ 6050001014526 デジタル技術を活用した非対面型クリーニングサービスの提供体制の構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社第一管理 8060001007097 茨城県ご当地グルメ「スタミナラーメン」を全国のご家庭で美味しく食べて頂くプロジェクト 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 守谷市 株式会社シアメット 3050001043998 個別的機能の回復支援を目的としたデイサービス事業の開始 依田　忠

関東 茨城県 つくば市 株式会社青木屋 2050001015305 ワーケーション機能付宿泊プラン・昼食事業の提供による、コロナ禍における新たな需要獲得を目指す新分野進出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 有限会社北山モータース 5050002033105 電気自動車・先進安全自動車に対応、３０分完結のお客様立ち会い車検と迅速な整備・塗装の実現 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 常陽通商株式会社 7050001001176 土浦発！人生１００年時代の生きがいを提供する貸スタジオ事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社日立重機設計 3050001023777 高剛性の切削技術導入でエアーバランサーの特注生産に業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社篠﨑鉄筋工業 4050001029435 老舗の建築鉄筋工事業者が、土木鉄筋工事業界に進出。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社藤枝建機 2050002006195 建設機械ノウハウを活かす鉄板加工業進出によるコロナからのＶ字回復 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社つくば資材 6050001015895 非住宅工事市場参入による足場架払事業における新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社ナカヤデリフーズ 9050001033060 豆腐から始まる健康をプロデュースする未来博物館への挑戦 下館商工会議所

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ウィンテック 2050001007673 金属プレス加工に関連する金型の製造と金属プレス加工の自動化・ロボット化に取り組む 水戸信用金庫

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社小野寺商事 8050001014953 ＩＴ倉庫を軸とした、ＥＣ販売～配送を行う「超効率的」販売支援サービスへの新分野挑戦 ＳＧＳ税理士法人

関東 茨城県 石岡市 イバラキ食品株式会社 5050001011367 設備導入と惣菜製造ライセンスの取得による、惣菜市場への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 光興業株式会社 2050001044980 仮設工事の安全性・作業性向上に寄与する次世代足場「アルバトロス」を活用した足場材リース事業への展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社伊藤鐵工所 4050001018280 精密金属加工技術を活用した水力発電市場向け製品製造体制の構築による新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社ＣＡＲＺ 7050001040521 普通乗用車整備業者による大型トラック向け板金塗装事業の新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 石岡市 有限会社昭和自動車 5050002015342 次世代小型ＥＶ車のオプションパーツの自社製造体制の確立と環境対応リサイクル業への挑戦 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 筑西市 有限会社プラックス 6050002043895 『バイオプラスチックラボ＆ファクトリー』の開発による持続可能性への貢献 結城信用金庫

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社石崎商事 2050001026599 業種転換を伴う地域の治水対策プロジェクトへの本格参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社マインズ 5050002029978 コロナ対策を講じた、セミセルフ白髪染め専門店および新サービスの展開 株式会社セームページ

関東 茨城県 筑西市 株式会社アートポジション 5010901031856 建造物をリアルに再現するオンライン展示会運営業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 マルシン鋼業株式会社 1050001032672 ケージ製作から鉄骨製造へ、畜産施設特化型建設業への参入とシナジー追求 株式会社栃木銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社伊勢喜屋工務店 3050001025939 モデルハウス展示場を活用したベーカリー事業の新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 土浦市 株式会社大鵬社 8050002011743 「遺体搬送請負業」から「葬儀コーディネート元請業」への転換計画 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 茨城県 かすみがうら市 ヘアースタイリストサロンレオン ボディビルダー理容師が剃＆脱でムダ毛処理のプロフェッショナルへ！ 惠美須丈史

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 日本ゲージ株式会社 9050001002874 自社の生産上の強みを生かし完成品メーカとして第一歩を歩むための設備投資 株式会社東邦銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社アオヤマ 8050001013451 塾のノウハウを活用した「入国後講習」で産地の生産力と活力向上 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 坂東市 株式会社中山自動車 2050001044758 地域の輸送インフラを守る大型自動車整備技術を活かした短納期車検・点検サービスの提供 尾﨑　素之

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社芝川合成 7050002018475 近隣地域の社会貢献につながる訪問看護事業 依田　忠

関東 茨城県 小美玉市 株式会社シマムラ工業 9050001035222 廃棄していた伐採材を有効活用し、木質バイオマス発電燃料供給事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 茨城県 日立市 有限会社玉宝 1050002030436 高齢者専門宅配弁当から障碍者グループホームへの取組 山子　顕

関東 茨城県 常総市 有限会社つくばメンテ 9050002039841 高品質水性塗料製造専用ライン構築による業態転換事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂市 有限会社青山グラフィック 5050002006589 『デジタル』と『リアル』を融合した「サービス産業」としてのゴルフ練習施設の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 小曾根自動車 大型自動車整備サービスの内製化に伴う顧客ニーズの取り込み 尾﨑　素之

関東 茨城県 北茨城市 株式会社二ツ島観光ホテル 7050001024846 絶景と地域の力を活かし「ハレの日」を贅沢に過ごす宿へ転換 株式会社リョケン

関東 茨城県 東茨城郡城里町 株式会社Ｄａｉｗａｔａｒｉ　Ｊａｐａｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ 6050001037923 「規格住宅」ジブンハウスで挑戦！！！新築住宅の受注・促進と自社の経営革新 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくばみらい市 小田島建設株式会社 3050001041011 建設事業の廃材を活用した木質ペレット製造・販売への新分野展開を図る 井上　拳

関東 茨城県 つくば市 株式会社ヴィナイオータ 6050001017768 自然環境と健康に配慮した食品を提供する製造業への新規参入 税理士法人あさひ会計

関東 茨城県 結城市 有限会社東栄観光 2050002044815 バス整備技術を活用し、一般自動車と農機具の整備事業へ業種転換 結城信用金庫

関東 茨城県 結城市 関東インシュレーション株式会社 1050001033035 自社内で発生する産業廃棄物を原材料へ戻すリサイクル事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 明利酒類株式会社 8050001002652 老舗酒蔵のウイスキー事業参入とプレミアム日本酒のＢｔｏＣ事業強化 畠山　佳樹

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社服部産業 4050001013240 毛筆ペンの製造技術を活用し、クリーン環境導入で化粧筆製造へ展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社保商 1050001002270 導入実績・ノウハウに基づく提案力を活かした自動車整備工場に対するＡＳＶ関連機械卸売事業の全国展開 尾﨑　素之
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関東 茨城県 つくば市 株式会社大伸 6050001015210 林業向け建機アタッチメント開発・製造による新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 北関東ウイング株式会社 8050001033094 建築需要の減少を見据え、木材加工の強みを活かした新製品製造への挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社中央パッケージ 1050001012872 食品業界向けに衛生面等で高品質な紙器製品を新規開発して製造販売 幡野　康夫

関東 茨城県 北茨城市 有限会社相想 1050002031871 高齢者向け配食サービス事業への転換による循環型社会の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社エルアイエー 9050002022459 お客様の人生設計から健康までをトータルでサポートする新分野展開 神　貴知

関東 茨城県 つくば市 株式会社よろぎ野．菜 2050001019883 地域教育に貢献するドローンプログラミング教室事業の展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社丸紅 3050001016137 映え・フォトジェニックパーク事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 ラウンドハウス合同会社 5050003002604 地域の時間効率化に貢献するヘアカット専門店の多店舗展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社イデノ 8050001022964 プロテクションフィルム事業への挑戦でガソリン販売中心の収益構造を改革 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 黒田商事株式会社 4050001015567 ビジネスホテルから、スポーツ合宿ニーズに応える特化施設への再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 いばそう企画有限会社 6050002031751 コロナ後の新しい時代にマッチした「ハイブリッド型小規模葬」 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 つくば市 常南交通株式会社 8050001018046 地域のバス事業者の業務効率化を促進するクラウドシステムの提供 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ＲＩＺ 7050001049950 茨城県初の全感性とメンタルを包み込むケアフル美容業への挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 石川電器 コロナ禍に対応した緑豊かなカフェオープンと教室事業の新分野展開 日立商工会議所

関東 茨城県 つくば市 株式会社オフランス 7050001042377 欧州製ビンテージピアノとアンティーク家具の輸入・修復・販売 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 茨城県 土浦市 株式会社ケイトレーディングジャパン 7050001035901 天井クレーン等大型設備投資による高度架装車輛の加工生産拡大実施計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 三栄商会株式会社 7050001029408 ３Ｄソフトの知見を活かした、３Ｄプリンターによる受託造形サービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社汎用 4050001010007 既存事業での開発設計力を活かした、物流現場への新規展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社坂田園芸 8050001010069 ナショナルサイクリングロードにおける「交流ステーション」の整備 株式会社みどり合同経営

関東 茨城県 北相馬郡利根町 ＴＣユニオン株式会社 2050001025460 新設備導入によるＢｔｏＣ向けの水性塗料製造事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社為我井自動車 2050001034552 トラック特定整備事業とトラック塗装業に参入しトラック運送業のＤＸ化に寄与する 中平　康

関東 茨城県 つくば市 株式会社一縁 3050003002853 仕入れと地域連携を活かした実店舗でのテイクアウトと精肉販売事業への挑戦 株式会社足利銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 大利根石材商事株式会社 7050001025431 ＢｔｏＣ「墓じまい」✕ＢｔｏＢ「物流サービス」でＶ字回復！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 アトリエカンパーニュ 日本一のシェフによるフランスを体感できる対コロナ型の建設 下館商工会議所

関東 茨城県 ひたちなか市 一般社団法人スマイルライフ 5050005011297 グル―プホーム事業立案による障がい者向け一貫サポート体制の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社つくばホテルズ 8050002022600 つくば市におけるテレワーク需要に対応したホテル改装・弁当屋新設事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社松原塗装 2050002014371 新工場の設立と設備導入による、板金加工業とアスベスト除去工事業への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂市 協和サービス合同会社 9050003005082 ダイバーシティ時代に障がい者が「自立して生きる」ための福祉施設への転換 白川　淳一

関東 茨城県 守谷市 株式会社リボンズグループ 1050001033720 公認心理師（国家資格）が寄り添うフレキシブルオフィスの展開 株式会社マイティータンク

関東 茨城県 古河市 有限会社サンワアグリビジネス 8050002025413 環境・地域経済に易しい循環型堆肥センターの建設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社小松﨑都市開発 6050001001012 ウィンド・パワー・ギャラリー「ＧＡＴＥ」 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社優正工業 6050001039382 木材チップ製品の新規製造販売によるバイオマス発電市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社ジャー 4050002001657 茨城初！マリンスポーツ特化型リゾートゲストハウスの展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社楽市 3050001044658 急速冷凍装置で涸沼・大洗魚介品の自社加工販売により売り上げ回復 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 タビットツアーズ株式会社 5050001042206 老若男女が楽しめるメタバース空間の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 笠間市 株式会社鶴町製作所 5050001011697 新工場建設と新設備導入による、塗装加工事業への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 北茨城市 快晴リフォーム合同会社 2050003003209 中古住宅の断熱リノベーション事業で地域問題解決をサポート 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 カモケン運転代行 ゴーストキッチン事業の展開による新たな収益基盤の構築 岩本　秀巳

関東 茨城県 日立市 有限会社山崎工業所 9050002031542 難削材加工技術を活かした金属＋セラミック接合品加工への挑戦 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社丸天 3050002020567 白菜・キャベツの仕入れルート開拓・冷蔵保管による安定供給の実現 株式会社足利銀行

関東 茨城県 常総市 有限会社小竹米店 9050002041277 フードロス問題、ＳＤＧｓに対応する真空パックの製造販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社ＩＴＯ 1050001050468 人とペットの健康を育むペットケア事業の新展開 岩本　秀巳

関東 茨城県 常総市 株式会社菊屋畜産 3050001046860 創業１００年を超える老舗食肉店が行うそうざい製造業への転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 有限会社原田水産 1050002015767 「霞ヶ浦の恵みを皆様の食卓に」ＥＣ市場参入による新分野展開 安　智範

関東 茨城県 下妻市 株式会社下妻スポーツ 9050001013590 「マシンジム特化型フィットネスクラブ」市場への参入計画 岸村　洋治

関東 茨城県 常陸大宮市 なか鈑金 特定整備制度へ対応するための新たな設備・サービスの導入 ストラーダ税理士法人

関東 茨城県 水戸市 ＤＡＣ株式会社 8050001046063 ドローンスクールのドローンシェアリングサービス事業への業種転換 北村　亮太

関東 茨城県 つくば市 株式会社茨城県南木造住宅センター 6050001017719 脱炭素に向けた木造住宅メーカーの新木材「八溝のめぐみ」の開発と新たな県産材Ｓ．Ｃ構築による販売促進と事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 牛久市 合資会社ドリーム流通情報研究所 8010703001724 ＩｏＴ技術を活用したクレーンゲーム機のオンライン化事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 茨城県 水戸市 有限会社クラカワオートカスタム 4050002006284 世界的カスタムカー技術で創る！新時代キッチンカー＆キャンピングカーの製造販売 畠山　佳樹

関東 茨城県 東茨城郡大洗町 株式会社吉田屋 2050001007269 老舗梅干専門店が地域初の梅体験施設から発信する新付加価値事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社丸正 3050001037397 茨城県内初！葬儀業の当社が「現代仏壇」のショールームをオープン。故人を身近に感じながら暮らせる生活を提案する。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 関東乳業株式会社 4050001025178 新たな生産方法を取り入れた牛乳の高付加価値化および新規顧客の開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 有限会社原田鍛型製作所 8050002018895 鍛造用金型しか製作していなかった当社が、切削加工用治具の製作を行うことで事業の再構築を図る。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社イシザキ 9050001031337 金属完成品製造への参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社大文字屋商店 6050001007562 カニからイモへ！茨城の「宝」を全国へ発信する干し芋加工事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社シンビオシス 7050001011068 都心から　１　時間、自然の中でバーベキューとサウナを楽しめるＳＤＧｓ　配慮型グランピング施設 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 東郷商事有限会社 1050002011972 地域の活性化・健康増進に寄与する２４Ｈフィットネス施設の自社運営 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ＭＥＡＴ 2050001050129 既存店舗の廃棄肉を使って「原価０円ペットフード」を開発・販売　売上のＶ字回復に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 常陸太田市 有限会社鈴和精機 1050002035105 ＥＶ分野への新分野展開をするためのＣＮＣ旋盤加工技術の高度化 牛腸　真司

関東 茨城県 水戸市 株式会社ホームロケーション 9050001042532 茨城県初！グランピングが楽しめる地域密着型屋外複合施設の開発 水戸信用金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社藤秀 6050001007521 もち米で作る「つぶつぶ揚げ」と食事代わりの「スープ」の販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 株式会社拓建地所 2050001011659 将来の６次産業事業化を見据えた無農薬有機モリンガ栽培 税理士法人共同会計

関東 茨城県 つくばみらい市 有限会社企画設計室タカハシ 2050002039468 建築屋の技術で創る軽トラハウスの開発による新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 熊谷工業株式会社 6050001023114 難削材加工技術とマシニングセンタ導入による半導体装置部品への新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社ほこた 9050001023557 公衆浴場業参入で本業とのシナジー効果を発揮して業績をＶ字回復 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 矢板市 有限会社石塚製作所 3060002026852 職人の技術力を応用し、需要が拡大する自動車ハーネス製造に進出 石田　信行

関東 栃木県 足利市 前原工業株式会社 8060001027070 倉庫建築請負業者による薪ストーブ店と連携したまき卸売への参入 早瀬　達

関東 栃木県 芳賀郡市 株式会社三和電機 1060001009637 国土強靭化を担う非常用電源事業へのコイル技術の新展開と事業の引継ぎ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 大田原市 有限会社清水実業 4060002025382 『居酒屋きよみず』から小売『凍らせ屋きよみず』へ業態転換 大田原商工会議所

関東 栃木県 足利市 高匠 食パン販売専門店の改装によるニューウエーブハイブリッド蕎麦開業計画 館林商工会議所
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関東 栃木県 足利市 株式会社Ｒｅｎ音楽事務所 3060001026853 地元木材を使った木製ケーナ生産のための工房の構築 佐野商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社エンタメシ 9060001025065 感染症対策が万全な居酒屋横丁をオープンし、地域食文化の再生！ 高橋邑伍

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ベルトレード 4060001026019 飲食業の強みを活かしたペット共生型障がい者グループホーム事業を展開！ 惠美須丈史

関東 栃木県 佐野市 有限会社石塚ミート 7060002038687 食肉小分け業に新分野展開し、地域貢献と販路拡大を目指す事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 さくら市 株式会社サクシード 5060001006003 コロナ禍に対応したテイクアウト事業！『ドライブスルー唐揚げ店』 惠美須丈史

関東 栃木県 小山市 株式会社エスエスシイ 1060001023704 地元食材を使った「藤ヱ門の味」をいつでも手軽に！無店舗小売業（自動販売機）への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 小山市 合同会社ダイバーステイ 4060003003775 不動産価値の低い空き家を活用した、民泊施設の複数運営 小山商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｏｚｉｍａｙａ 1060001031351 計測機器を活用したスポーツデータ解析サービス 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 佐野市 株式会社ソレイユ 8060001028812 「就労継続支援（Ａ型）」×「お弁当製造・配達」で地域の子供たちの未来の働く場を創出する 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 そば処一歩庵 自動薪割り機導入で薪宅配サービスとアウトドアショップを新展開 日光商工会議所

関東 栃木県 足利市 菜や ２４時間３６５日営業！冷凍自動販売機の中に小さな商店街オープン！ 萩原雅之

関東 栃木県 栃木市 麺堂イズム ラーメンつけ麺店によるハンバーガーショップの新規出店 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ナチュラルワークスビレッジ 『健康』と『地産地消応援』で家族の体と心を温める「自宅ラーメン」を、生産者と共に開発・発信する『文明軒』立ち上げ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 ディオーネウツノミヤテン プライベートサロンでメンズエステ市場へ進出し、ジェンダーレス展開 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 村岡商事株式会社 6060001022288 人気ラーメン店が行う、冷凍ラーメンのＥコマース事業＋自販機による販売及び製麺事業 烏山信用金庫

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社石塚製作所 1060002018018 複合旋盤の導入による介護用製品への新規参入 真岡信用組合

関東 栃木県 日光市 有限会社常陸屋物産店 9060002015833 ペットと奥日光の空気を体験するオープンテラス、テイクアウト販売所構築 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社クロサキ 4060001001500 男性向け「ひげ脱毛」事業のブランド創出（ひげ脱毛のクロサキ） ストラーダ税理士法人

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 有限会社リトルハウス 2060002018883 人気ラーメン店の事業承継により、地域活性化に貢献する業種転換 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 ならでわ株式会社 5060001026273 ＡＩパーソナルトレーニングアプリ（ＯＤＯＬＬ）の開発 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社山中商店 3060002015905 地元食材である山麓卵を使用した本格的なフランス洋菓子店の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社安塚化工 9060002033703 コロナ禍により需要が高まっている小売陳列台等への新展開 竹野谷　周久

関東 栃木県 塩谷郡塩谷町 株式会社イーストンテック 8060001023409 脱プラスチック家具・装備品の製造販売 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 小山市 美容室チェルシー コロナ対応非接触型セルフエステ事業による再構築 小山商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社フォレスフィール 7060001017898 地域資源を活用したオートキャンプ場による事業再構築と地域経済への貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社チロリン村 3060002015764 冬の日光を楽しんでもらえるツアー構築事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社八丁の湯 1060001008746 ジビエバーベキューで環境問題を解決！奥鬼怒秘湯宿が挑むグリーンツーリズム 白川　淳一

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社おおの 7060001010275 安置葬や故人との宿泊、生前サポート等新たな終活提供によるＶ字回復 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社湯の花荘 2060001011906 「持続可能な観光」に向けて、地域の和をもって提案する塩原温泉郷のワーケーション（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 那須郡那須町 フィンランドの森株式会社 7060001024597 メタバースに挑戦！地域再興へのプラットフォーム『那須サンタクロース村』 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社相互企画 5060001012018 住吉テナント用地　再活性化のための遊戯場の運営事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須烏山市 和信産業株式会社 2011701019912 廃銅線とラジエーターの都市鉱山リサイクル新分野展開事業 遠山　純夫

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社イシハラ 7060002019497 木工事業から金属加工事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＭＡＸ自動車 2060001031210 調理設備・方法にこだわった地域唯一の本格的なペルシャ料理店の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社プラモールド 6060001020614 ＳＤＧ’Ｓに貢献する自然由来プラスチック製電気自動車部品の金型製作 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 栃木県 さくら市 株式会社三協 1060001005999 ノウハウを活かした新分野展開！個包装ニーズ対応と清潔感高い仕上がりを実現できる設備を導入し、白衣クリーニングに進出！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社中津化学興業 2060002020617 水・陸・地下施設を備えた国内初のアウトドア宿泊施設の運営 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 那須郡那須町 有限会社イート・イット和牛 5060002022940 ステーキ店がお取り寄せ品のＥＣ販売に参入する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社室井製作所 1060001004398 輸送機器製品で培った板金加工技術を活かし建設向け厚板加工製品を提供 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ダブルジャパン 1060001007442 露天風呂付き完全プライベートキャンプ場経営による事業シフト！ 惠美須丈史

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社雅城 6060002022048 那須板室ファミリーオートキャンプ場　ハピスポ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社サプライズ 4060001005220 障がい者が活躍できるセントラルキッチンＢ型就労継続支援事業所へ挑戦し、生きがい・やりがいのある社会を実現する 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市二区 株式会社ＫＡＮＮＯ 6060001012248 養豚設備事業進出で、養豚事業者への「建物」と「設備」のトータルサポートを実現！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社とん太ファミリー 7060002018185 【地域貢献】生産から販売まで自社で行う「熟成干し芋」事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社花千郷 7060001009144 温泉施設とフィットネスの融合で心身ともに活性化！現代版健康湯治事業の構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社日東製作所 4060001016564 品質管理を活かした多品種かつ高精度な計測器部品の提供 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社デーモンド 2060001007359 『新しいライフスタイルに合わせた自然体験型アウトドア施設事業』 株式会社足利銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 クラフティ 日本初の体験工房で、日本発の工芸を！ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 佐野市 有限会社シマダ産業 2060002040433 冷凍商品の輸送コストを削減する耐冷温性に優れた樹脂“すのこ”の開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 栃木県 那須塩原市二区 有限会社マロニエ流通 5060002024292 商業用トラックのパーツ製造卸売り・トラックの架装事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 Ｇｒｅｅｎ・ｅａｒｔｈ株式会社 2060001024263 観光地の癒しをご自宅へ！新たな珈琲と洋菓子開発で地域貢献事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 木嶋鈑金塗装有限会社 3060002019971 先進安全技術搭載車に対応した整備環境の構築によるワンストップ化 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 足利市 株式会社西村商事 5060001019013 医療機器・衛生用品向け物流ソリューションの新規展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社湯原製作所 9060001005983 自動車用電動化部品の新規生産体制の構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 有限会社清水荘工務店 5060002012347 新分野となる飲食店事業「韓丼さくら店」オープンによる事業再構築 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社上河内精機製作所 8060002000019 同時５軸制御加工機の導入による、成長市場へ複雑形状部品を提供する新事業展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社鈴木縫製 4060002004980 オーダーメイド・ゴルフウェアショップ併設のシミュレーションゴルフ事業 中居　広行

関東 栃木県 下野市 株式会社ナチュレ・メタル 4060001031497 再生ペレット製造メーカーへの挑戦 株式会社三井住友銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社シャモニー 7060002004895 日本一のバーテンダーが造るクラフト・ジンの蒸留所 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 吉川工業株式会社 5060001020706 機械加工の内製化による、新たな建設機械部品製造への挑戦 マーキュリー株式会社

関東 栃木県 小山市 株式会社アクセス 3060001014916 ワンストップでサポートする自立向け高齢者専用シェアハウス 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社大滝 2060002016318 日光市土呂部における通年体験型観光事業による事業再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社初谷鉄工 6060001019045 金属加工業における大型製品への新分野展開による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 合資会社小野商会 4060003000475 宿泊施設請負事業から大自然を生かした貸切キャンプ場事業への進出 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社インフェック 4060001002762 自動運転技術を支える高精度部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 Ｎｅｈａｒｕ 益子のくらし滞在型体験施設―益子、くらす家― 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 栃木市 株式会社ＡＲＣ－マイメックス 7030001053483 米をもちいた加工食品を製造販売する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社アオキシンテック 8060001009886 切削加工技術による自動車部品から異業種部品への事業再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ビック 6060001003759 １日１組限定！！那須地域での感染対策を徹底したワーケーション型宿泊施設を開設する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 大田原市 株式会社アクレス 2060001028363 遊休農地を都市部の需要にマッチング　農園ステイ那須 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 鈴木レジヤー産業株式会社 2060001002376 那須塩原ブランド牛「那須野ケ原牛」を使った食品製造業への展開 石山　明
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関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社東部興業 3060001005469 地元の人たちに利便性が高い憩いの場を提供する複合型カフェの出店 真岡信用組合

関東 栃木県 足利市 有限会社島田製作所 4060002036421 画期的な加工・測定技術開発による次世代建設機械用部品のワンストップ企業への躍進 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 サン精機有限会社 5060002019301 ターニングセンタ導入による半導体製造分野進出を通した事業再構築 東　健司

関東 栃木県 さくら市 株式会社せんきん 8060001007717 地域農家と農商工連携、シードルとワインの醸造所建設で地域活性化 東京東信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社家守 7060001007189 伝統とデザインの調和をコンセプトとしたリノベーションで古民家・団地の再生 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社銀嶺 5060001030011 日光市の活性化に貢献する市内初のグランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社敷島ファーム 5180001103300 コロナに負けない企業づくりⅠ～冷凍味付け肉とペレット堆肥編～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社神山商販 3060002002936 地域初の青果無人販売を併設したＩＴ活用コインランドリー店の選択 日沢　新

関東 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 2060001030402 老舗和菓子店から気軽に和洋菓子が食べられるスイーツカフェ事業への転換 タスキー税理士法人

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＭＫコーポレーション 8060001007444 「国産・無添加・安心・安全で美味しいパン」を日常の食卓に！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社さくら資源 9060001032284 多様な電線くずの再資源化事業の実現による廃棄物の削減と事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 群馬県 みどり市 株式会社エムアイピー 6070002025603 急速な拡大が予想されるＥＶ車パーツ向け包装・梱包資材事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社あき 2070001032810 介護タクシーとのシナジー効果を生み出すペット葬祭業への進出 河村　晴雄

関東 群馬県 富岡市 おそうじ家さん 新たな木材塗装技術である液体ガラス導入による法人向け事業展開 富岡商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社みつばち 6070001005779 夜から昼へ、コミックパブが「おふくろの味食堂」へ進出 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 剛工務店 工務店が地域のｈｕｂとなるシェアスペース 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 太田市 園芸舎 地域の小さな施工店から地域のエクステリア業界リーダーへ 田村　友希

関東 群馬県 太田市 有限会社ＫＡＮＥＳＨＩＮ 1070002032629 『低濃度ＰＣＢ廃棄物処理」分野の一翼を担い、付加価値向上と収益向上を図る』 太田商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社ディライト 5070001025431 地元産タマゴのふわとろオムレツを使たサンドウィッチ専門店 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 株式会社ＢＬＡＺＥ 6070001029885 キャンプ市場の潜在顧客ニーズに応える『手ぶらでキャンプ』サービスの再構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ＲｅｖｅＬａｂ 5070001033806 農福連携＆食品ロス＆女性活躍の三本柱　トレーラーテイクアウト事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社優凜 2070001032645 末期がん患者も受け入れる住宅型有料老人ホーム事業への進出 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 太田市 割烹　明養軒 ＥＣサイトを活用した高級惣菜の小売販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 オーティアス株式会社 7070001028548 グルテンフリーで健康。米粉パンの製造販売への新分野展開 西村伸郎

関東 群馬県 太田市 有限会社糸井商会 3070002028088 若手建設業従事者向けのｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ事業 太田商工会議所

関東 群馬県 前橋市 Ｄ－ｓｔｙｌｅ　＋ 展示場での営業代行からオンラインでの住宅マッチング事業への新分野展開 大原　健佑

関東 群馬県 前橋市 株式会社トピックフーズ 8070001026121 自社商品の新規開発と多角的販売戦略でコロナを乗り切る 坂本　啓介

関東 群馬県 藤岡市 有限会社八塩館 1070002017984 新たな市場獲得のための長期滞在型ワ―ケーション施設の改装工事 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社ハル・アド 1070002011608 ドローンとものづくりのｍｉｎｇｌｅ　ｃａｆé 幡野　康夫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エムズコーポレーション 8070001015198 広告代理業から試作品に特化した製造への事業拡大 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 有限会社トレック・スポーツ 2070002014444 バイクショップ店長の囲い込みにより新規個人レッスン顧客開拓 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 堀塗工株式会社 2070001034740 脱炭素時代の住宅市場へ参入～電気自動車と暮らす家 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 群馬県 渋川市 株式会社理工技術 9070001017994 ドローンによるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取組 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 アンソロポロジー株式会社 7070001025710 男性をメインターゲットとしたヘアカラー専門店のサブスクリプション展開 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 高崎市 株式会社リードプランニング 8070001026006 商品ＰＲのためのデザイン・動画制作スクールによる事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ナガシマ 2070001013612 新しいオフィス空間から働き方を提案するソリューションプロバイダーへの転換 有限会社クレメンティア

関東 群馬県 太田市 インテリアタディ 住宅の除菌・消臭コーティング事業への参入による販路拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社旅館萬年 2070002036983 新事業テイクアウトのおにぎり専門店の新分野展開で売上拡大 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 高崎市 醸しや大澤 代表の強みを活かした料亭事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 ジャパンシステムズ有限会社 4070002025745 顧客要望のバーチャル空間づくりを売りにした配信スタジオ事業 桐生商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社坂本工業 7070001009440 コロナ時代に打ち勝つ生産性向上を図り、３Ｄ測量技術による起工測量体制を再構築する 株式会社東和銀行

関東 群馬県 みどり市 ますだ塗装店 ＥＣサイトを使った塗装業界２６年の専門家による塗料関連製品の小売販売 井上大輔

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社梅田製作所 2070001015071 製造業が取り組む地域密着型の健康増進事業 あかぎ信用組合

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社たくみの里 4070001036727 里山景観保全と合わせた自然派ワインづくりによる新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社吉井精工 2070001008703 脱炭素社会に向けた電気自動車の普及に貢献する樹脂製電装品用超精密金型の製造計画 株式会社エフアンドエム

関東 群馬県 太田市 株式会社ＥＡＲＴＨ１ｓｔ 5070001030142 地域で需要が見込めるＡＳＶ（先進安全自動車）対応の自動車整備事業への参入計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 一場機械有限会社 7070002036186 高度な大型旋盤加工技術を最大限活用した再生可能エネルギー分野への本格的参入 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社ＳＥＮＳＩＮ 2070001037421 コロナ禍と人口減少に対応する新たなリゾートエステサロン事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 市川鉸工業株式会社 8070001006197 ヘラ絞り業者の新分野展開・医療分野への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社タンポポ 5070002010985 高付加価値牛乳の開発とサブスクリプションによる新分野展開 高崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 有限会社蟻川銃砲火薬店 1070002000395 観光と技術研修ができる花火産業体験型ツーリズムスタジオの開業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社マツヤ 6070001010325 洗濯の資格を持ったプランナーが常駐するコインランドリー、洗濯の悩みや問題を解決し清潔で快適な日常生活の提案 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社矢原製作所 3070002014253 ドローン・大物自動化ライン業界参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＳＣＴ 4070001014856 独自の強化プラスチック成形技術を生かした製品と塗装加工事業を融合した新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社サンワイズ 4010801004888 商社提案力と熟練技術者を活かした搬送システムの製造業へ新展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 ＶＮ．インターナショナル株式会社 7070001015488 毎日食べても飽きない自家製フォーを提供するベトナム料理店 株式会社エフアンドエム

関東 群馬県 太田市 有限会社中島製作所 3070002030283 宅配ＢＯＸ市場への進出に向けたステンレス加工能力の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社小塚製作所 4070001006911 新工場設立による生産力向上及び防球ガード・デザインインテリア製造事業参入 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 9070001011601 効率的に脂肪燃焼を促す非接触型サーキットトレーニングジムの開業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 上毎印刷工業株式会社 6070001001687 ＶＲコンテンツ＋分厚高品質印刷物提供による顧客満足度向上事業 あすか税理士法人

関東 群馬県 前橋市 株式会社関東高圧容器製作所 9070001000694 水素用シームレス容器製造事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社美食工房 3070001016473 まるで出来立て「冷凍ピッツァ」による中食・冷凍食品市場への新分野進出計画 株式会社足利銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社ハイテック・プレシジョン 5070001016975 、通信用の「コモンモードチョークコイル」「チップインダクタ」の巻線機の新規開発 ペンデル税理士法人

関東 群馬県 富岡市 有限会社日暮工業 3070002016563 カーボンニュートラルに貢献する次世代自動車部品業界参入による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ｓｍｉｓｅｅｄ 5070001036180 日本名水百選の箱島湧水を活用したクラフトビールの製造・販売と街の活性化 群馬県信用組合

関東 群馬県 安中市 関東折込有限会社 9070002014727 地域の知財及び農産物を活用した物販事業への参入計画 群馬県信用組合

関東 群馬県 桐生市 株式会社千吉良 3070001016275 繊維の町桐生で創業４５年の糸商のクリンプ加工工場への業態転換 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 華龍商事有限会社 2070002009436 ニーズを捉えた「冷凍食品」の製造へビジネスチェンジする再構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社在宅福祉支援推進センター 9070002032456 地域共生を実現する障害者、高齢者施設開設事業計画 みどり合同税理士法人

関東 群馬県 太田市 有限会社立川製作所 9070002029997 試作品生産ラインの新設によるワンストップ金型一貫製造体制構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 アイ・プランニング株式会社 7070001031725 無縫製編機が苦手としてきた編立を新手法により新分野展開する再構築事業 アイオー信用金庫
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関東 群馬県 高崎市 日本一 新規事業としての美容室建築・開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社三波メタルワークス 1070001015221 型鋼の高速加工技術取得による特殊足場市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ナカジマ 4070002021199 医療機器向け高精度複雑形状部品事業で事業再構築する 小川秀樹

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 パルコール嬬恋２号株式会社 4020001133891 夏季スキー場を活用した嬬恋マウンテンバイクツーリズム推進事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 株式会社ゴルフクラブスカイリゾート 7013301022696 ゴルフ場内遊休地にてキャンプ場を運営する新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社トリシー 3070001035523 総合美容フォトウエディング事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 マルエス合資会社 5070003001315 低温倉庫の増築とＷＥＢ上の見積もりシステム・集客のデジタル化事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社高徳 3070001023247 地域でのネットワークやグループ会社のノウハウを活かした介護サービス事業立ち上げにより売上基盤を強化し、地域社会に貢献 利根郡信用金庫

関東 群馬県 富岡市 株式会社小間製作所 6070002016197 半導体製造装置部品の自動加工 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社田尻 3070001016259 ガラス工事会社がユニットハウス事業で事業再構築する 小川秀樹

関東 群馬県 館林市 有限会社創美苑 5070002033598 経営課題解決のための事業再構築 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社草津リゾート 5070002036378 富裕層向け別荘（一軒家）タイプの宿泊業への新分野展開 早瀬　達

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社水上館 1010001151261 ウェルネス×ワーケーション旅館への転換で事業を再構築する計画 岡田　淳

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社田村養鯉場 3070002035695 高い調理技術や郷土料理を活かした、卸から弁当製造への業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社小久保精密 6070001019234 強みの加工組立力と最新型ＭＣで複雑形状の量産加工に業態転換しⅤ字回復 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社山 1070001027357 ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたテイクアウト及びＥＣ販売事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｖ．Ｉ．Ｃ　Ｃｏ．Ｌｔｄ 5070001024763 地域発プロテインカフェを併設したマシン特化型２４時間無人営業のジムを開設 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 アクティブスポーツ株式会社 6070001028706 県北部唯一のスイミングスクールが運営するドックラン併設キャンプ事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社水島鉄工所 8070001008482 通常技術と切削加工技術を生かした「土木建設機械市場」への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 群馬県 前橋市 株式会社三峰エンジニアリング 4070002027725 外食業界の廃プラスチック削減に貢献するマテリアルリサイクル工場 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社カワイ技工 3070002021076 旺盛な需要が期待される工作機械市場へ進出するための製缶板金事業への業態転換 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ラディファンス 6070001011447 不動産業との相乗効果を発揮した老人ホーム及び訪問介護事業の運営 あかぎ信用組合

関東 群馬県 渋川市 有限会社森田組 1070002026960 管理放棄林の整備と、発生材のエコリサイクル事業への進出 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 前橋市 富士鉄重構株式会社 4070001002794 Ｈグレード性能評価を有する大型鉄骨構造物製作事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 富士見運輸株式会社 1070001002806 運送業で培ったノウハウ・強みを活かし、タイヤ関連サービス事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社勝山電気工事 3070002009336 電気工事や店舗・住宅設備に触れあえるショールームカフェ事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 学校法人ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ 7070005000783 現地語が不要で日本語を教授できるクラウド型の教材の開発と販売 あかぎ信用組合

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 温泉農家民宿はしば 持続的に発展する地域循環型次世代プロジェクト　サポート付き農業体験農園「ストロベリーファームはしば」事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 館林市 吉田紙器工業株式会社 7070001022055 段ボール製造で培ったデザイン・設計力のノウハウを生かしニーズが急増している段ボールパレット・ダネッジ製造事業の体制構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社ペンションバン 1070002036778 自宅でも本格カクテルが作れる！ｅラーニング参入による再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社今井鉄工所 3070002000690 次世代自動車市場へ進出の為の最新鋭設備導入による事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ＩＴＳ 1070001027943 新分野展開。ＥＶ車、空飛ぶ車の開発・実用化 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＭＡＲＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ 2070001010477 食品ロスを削減する蔵番コンテナ鮮度保持サービス事業 ベンチャーファイナンス株式会社

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 群馬スノーアライアンス株式会社 2070001023495 遊休施設を活かした新たな観光施設として、体験型アクティビティの実施 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社太伸工業 4070002029837 風力発電の導入を加速させる風況観測機器用燃料電池の提供 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 沼田市 とんかつ金重 冷凍惣菜パンを製造しテイクアウト及び自動販売機による販売事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社斎藤鉄工 5070002023500 自動車、二輪車部品加工技術を活用した協働ロボット向け大型部品加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社ヤマダ金属商会 9070002022250 食品製造機械業向け抗腐食棒材の効率的即納小口販売を行う新分野展開 あかぎ信用組合

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社ブリスオーディオ 6070001030918 ハイエンドイヤホン製造事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社サンコー 5070002022386 強みを活かし成長する先端分野への事業展開による経営基盤安定化の実現 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社マツモト園芸 9070002027209 浅間山で生まれた赤玉超硬質土の採掘・製造と海外富裕層向け販売 北群馬信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社はまや 2070001023933 宝石併売を縮小し、シニアを昇順とした新業態メガネ販売店への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社トラストコーポレーション 2070001005700 太陽光発電と相性の良いオゾン発生装置による建物まるごと殺菌 北群馬信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡板倉町 株式会社亀田機工所 3070001030994 新分野である油圧機器向け中型部品製造に向けた設備導入による競争力強化 館林信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 ＢｅｈｉｎｄＴｈｅＣｌｏｕｄｓ株式会社 7070001032938 調理から配膳までを行う配食事業で高齢者ケアの一端を担う コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 利根郡片品村 有限会社千明千三郎商店 2070002035300 米屋の強みを活かした弁当、総菜、米菓類の製造販売事業への業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生明治 6070002023169 省エネヒートポンプ事業に業態転換しＥＶ等環境車の航続距離増加に貢献 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社石井工業 3070001000254 配管施工業から設計・製造・施工・保守企業への４Ｄデジタル業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 みやざき接骨院 地域の健康をサポートするパーソナルジム兼室内運動施設の新展開 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社楽歩堂 1070001007251 コンサルティングセールスのノウハウを活かした非対面靴販売への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社尾瀬食品 7070001023128 洋食ランチとテイクアウトに注力したスイーツカフェ開業事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 白川鉄工株式会社 9070001015346 新素材を活用し、新製品「高強度と軽量化の両立を実現したコンテナ」の製造に挑戦。 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社サイバーメディア 5070001028566 コロナ禍で苦しんでいる地方の小・零細企業の一助となる【地方販促メディアの低価格化事業】【ＥＣ事業】 前橋商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社キクチ 6070001032113 鉄鉱石価格上昇と脱炭素社会に貢献する鉄スクラップ買取・販売事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社コラボレーション 9070001014447 コロナ禍に拡大したお一人様や個食文化に対応した新業態飲食店の展開 さつき税理士法人

関東 群馬県 桐生市 株式会社須藤機械 2070001016177 ガス検知器機部品製造への展開に伴う総削り加工への対応 株式会社足利銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 株式会社マルモト 2070001012069 板こんにゃくを褐色に着色するための、こんにゃく用色付粉「焙煎色付材」の製造と販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ＴＯＭＯＲＲＯＷ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 6070001030505 自分らしく暮らす、安心と安全の女性限定障がい者グループホーム 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 群馬県 高崎市 有限会社フォー・フィールズ 6070002014390 脱属人化，高生産，廃棄ゼロ＆高収益を実現　チョコレート特化のセントラルキッチン構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 合資会社玉屋商店 1070003001509 新事業のクラフトビールの製造と販売で新たな市場開拓で売上拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社山屋蒼月 3070002000162 新たなグランピング事業への参入で売上の拡大と地域活性化を図る 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社川岸製本 8070001009745 製本業から印刷業への新分野展開でワンストップサービスの実現 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 渋川市 合資会社叶屋旅館 6070003001256 お客様の想いを叶える高付加価値宿への転換～叶屋プロジェクト～ 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 群馬県 安中市 野積建設株式会社 3070001010039 フルリノベーションに特化したブランド「ＴＯＫＩＴＳＵＧＵ」の立ち上げによる事業転換 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社群協製作所 5070001006745 既存販路を活かした世界ブランド板金機械の輸入販売事業への進出 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社コイケ 8070001009431 建設業の強みを生かしたキャンプ事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社ヌーベル 5070001002521 クレー射撃ウェアーを最新３ＤシステムとＣＡＭ（自動裁断機）を活用し新開発、新たな販路を開拓する。 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社テクノス 2070001017274 最先端のロボット活用技術の実用化で生産性の向上を実現する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 竹澤株式会社 8070001016246 次世代社会を見据えたエコカー・ドローン向け非鉄金属部品製造 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 神宮工業株式会社 9070001007153 地域密着型の有料老人ホーム及びデイサービス事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 七海不動産株式会社 2070001001609 賃貸物件用ショールーム整備で不動産物件の再生と地域活性化を実現 高崎信用金庫



7 / 53 ページ
事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます

エリア名 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

関東 群馬県 高崎市 株式会社日本ケアストラテジー 8070001025296 集中料理施設（セントラルキッチン）による地域の「健康」と「安心」推進事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社新洋工業 2070001019460 製缶加工における新分野展開による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 ＡＮＤ　ＣＨＩＬＤ 現事業の強みを生かしたジェラート製造と地域コミュニティ作り 館林信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社荻野製作所 8070001006404 脱自動車部品依存！設計・開発技術を活かした半導体搬送装置製作によるメイン市場転換計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 藤岡市 株式会社クリーニングホシノ 6070001012858 布団等の寝具を中心とした「布団等宅配クリーニング」への新分野展開 森田　昇

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ダイエー精機 3070001013917 自動車電動化に対応した省エネ新世代カーエアコン部品の量産体制確立 新津　茂

関東 群馬県 高崎市 株式会社深堀鉄工所 8070001008219 ポストコロナで必要とされる半導体向け「超純水タンク製造」による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 山木農園 自社果樹園を起点としたワイナリーの新設と自家製果実酵母パン製造販売による循環型ビジネスの確立 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ディー・アイ・シー・コーポレーション 7070001013566 金属プレス金型の新分野展開による事業再構築 アイオー信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 エムズツール＆ダイ株式会社 6070001026453 自社に席を置きリモートによる主業務を当社で行う 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 かたぎり新里整骨院 未来の需要に対応した健康需要を伸ばすフリージム事業への新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 上信トラック株式会社 3070001007101 機械等の金属部品ボックスを洗浄し、汚れや異物混入ゼロ等、品質に貢献する。 しののめ信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社富岡製作所 9070001011849 超高性能部品の高精度短納期生産体制の新構築による宇宙ロボット産業への進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 渋川市 有限会社岸住宅資材 3070002026141 生きる気力を生み出すリハビリ特化型デイサービスへの業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社森建コーポレーション 2070002016993 低酸素トレーニングに特化した専門ジム及び個室サウナ事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 小金澤下仁田蒟蒻株式会社 5070001012033 レトルトパウチ食品開発による総合こんにゃく製造業への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社育風堂精肉店 2070002035523 地域のニーズに応える、弁当と冷凍総菜の製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 坂東コンクリート工業株式会社 8070001023936 大型プレキャスト製品の製造による建設業省力化への貢献とブロック積工法の継承 北群馬信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社大野製作所 1070001024560 金属部品洗浄処理における新製品分野参入による事業再構築 群馬県信用組合

関東 群馬県 太田市 株式会社シーケンズ 2070001034815 プラスチック製品の業態転換による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社ＰＲＯＰＳ 1070001035005 就労継続支援施設から児童発達支援施設への新分野展開 中田　麻奈美

関東 群馬県 高崎市 株式会社新芝製作所 7070001009647 特殊船舶用の高耐久大型Ｕバンド・Ｕボルトの新規開発による新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 桐生市 有限会社銅林工業所 3070002024228 技術とＡＩ／ＩＯＴを組み合わせたＤＸラインにて地域未来牽引企業を目指す 桐生信用金庫

関東 群馬県 渋川市 井口建設株式会社 2070001017497 他社に先駆けて、革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社悠技建 3070001032867 外壁調査業務におけるドローンと赤外線カメラの導入 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社ビックスマイルみなかみ 1070001035120 地域連携とアウトドア強み活用トレーラーハウスグランピング事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社電源群馬 6070001027344 使用済み太陽光パネルリサイクル事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 岩崎建設株式会社 5070001018071 コロナ時代の低迷から革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 フジセン技工株式会社 6070001020068 Ｍ＆Ａ・新工場を竣工しＩＣＴ（情報伝達技術）インフラ事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 秩父市 旅館　比与志 地域の方々に応援される店づくり～発信力を活かした飲食事業と創業支援事業の展開～ 秩父商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 有限会社小松沢レジャー農園 8030002122336 観光体験需要低迷に対応するための加工品等製造販売事業の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社サントローペ 5030001003234 ウィズコロナに対応したケーキ店舗向けショーケースレンタル事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 キューブ 美容院が最新式高機能脱毛機器導入で地域お客様ニーズを取り込む 多摩信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 今家印刷株式会社 7030001020046 ＡＩを導入した印刷検査装置・色調管理システムを導入で新たな収益事業を構築 合同会社エドエックス・ラボ

関東 埼玉県 秩父市 株式会社八木商店 1030001090986 秩父市内の事業者と連携し、農泊施設の運用を開始 山部　浩平

関東 埼玉県 川越市 株式会社龜屋 4030001054609 老舗和菓子屋が取り組むＳＤＧｓ　フードロスを減らす取り組み 川越商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社とりさわ 2030001129131 コロナ禍における新しい宿泊ニーズを機会とし貸別荘業を立上げ 北村　亮太

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 有限会社成駒 9030002095226 長年の日本料理店の経営で培われたおもてなしの心を土台に　ＩＴを活用した非接触型設備を融合させた新しいタイプの焼肉店経営 コンパッソ税理士法人

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 （割烹）とき川 お弁当・お惣菜の委託販売による多角化戦略事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社さいか 8030002006704 地域の名店の味を継承したこだわり餃子の冷凍自動販売機による新分野展開 伊藤　文彦

関東 埼玉県 東松山市 １３食堂 食堂からコーヒー豆と焼菓子等を販売する本格カフェへの転換事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 行田市 きねや足袋株式会社 4030001086800 伝統工芸品製作の技術を生かした新商品開発、販売事業の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 川越市 髪工房るえら “ひげ脱毛”サービス導入による理容業とエステ業の融合新事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 有限会社綵珠 1030002120552 自然満喫コテージ＆カフェで再スタート 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 コミネホールディングス株式会社 9030001011134 特許を活かした高付加価値事業の展開による売上のＶ字回復 坂本　真人

関東 埼玉県 川口市 株式会社ソウケン設計 9030001088494 地域密着型企業向けの中長期レンタカー事業による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社Ｍ・Ｐ・Ｔ 9030001038788 飲食店の強みを生かした料理付きのキャンピングカーレンタル事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 ＩＭメディカル株式会社 5030001121234 骨折治療材料の自社商品開発、動画を活用しての販売事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社トライアド 3010501040854 デジタル技術を活用した脱毛サロン事業によるウィズコロナの経営革新 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 渋谷板金工業株式会社 1030001064131 建材加工業と銅の園芸用品製造販売への新分野展開 株式会社ザイプラ

関東 埼玉県 越谷市 株式会社三芸 9030001064009 高性能裁断機を活用した、裁断工程専門の受託加工業への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社日本ケア・システム 3030001047679 「フットケア×ネイルケア×痩身×脱毛」の複合型施術を開始します ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 河越屋 サービス業から自動受発注システムによる冷凍食品製造業への転換 藤島　有人

関東 埼玉県 三郷市 自然派レストラン蕎麦旬 セントラルキッチンから発信するＳＤＧｓ達成に向けた食品ロスの削減事業 坪田　亮介

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エスポニール 3030001017260 高級弁当販売を開始し、高級レストランとしてのブランド力を高める 山部　浩平

関東 埼玉県 川口市 渡邊　文和 「テイクアウト＋ねこカフェ」への事業転換で収益向上を果たす 児玉　直樹

関東 埼玉県 越谷市 合同会社アイティス 2030003013572 既存事業の経験を生かして集客するドライヘッドスパ専門店の開業 青木信用金庫

関東 埼玉県 草加市 アソシエイツ合同会社 9030003001991 発酵食品の可能性を広げる！発酵食品の調理・冷凍・販売事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 狭山市 ネクストサービス株式会社 1030001027526 「ビジネス書著者養成スクール」の動画コンテンツ化とＥＣ販売 山本　憲明

関東 埼玉県 行田市 株式会社冨士見 3030001087064 非接触式を併せたウェディング事業と地域発展のための貸スペース事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 赤石産業株式会社 8030001072978 オリジナルプロテインの開発及び最新式自販機による非対面販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 せじま動物病院 光線治療への新分野展開で１．５次診療体制へ事業再構築 税理士法人第一経理

関東 埼玉県 朝霞市 合同会社太田歯研 5030003017810 新素材（パラジウム代替）加工参入のための歯科用デジタル切削機器の導入 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市緑区 合同会社ＢＴＳ 6030003012406 スマホネックの解消で若年層の顧客獲得に向けた新分野への展開 寺崎　兼司

関東 埼玉県 草加市 ネイル＆エステティックルームプアン ネイルとエステを組み合わせた美容サロンへの展開 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社Ｍ２ｃｏｍｐａｎｙ 3030001108828 美容室経営と連携したトータルビューティー提案の中古車販売事業 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 埼玉県 三郷市 カインド株式会社 5030001121580 ドローンによる３Ｄ測量及び３Ｄ防災点検・ＩＣＴ設計事業への進出 亀有信用金庫

関東 埼玉県 大里郡寄居町 城南観光 ウィズコロナに対応した新たなＥＶ（電気自動車）充電サービス事業　ｉｎ寄居 税理士法人真下経営

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 北浦和　鶏バル　プーレ バルの手作りスイーツ「和風レーズンバター専門店」 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ａｃｓｅｅｚ 8030001105399 アプリ完結型でのＩＴ教育と人材マッチングのワンストップ支援サービスの新規事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社東京理工舎 1011501003150 トランスファー事業（フードビジネス）の発足～もう１００年を持続可能に～ 川口信用金庫
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関東 埼玉県 草加市 株式会社太閤染革 7030001038039 日本基準から世界基準に。サスティナブルな環境認証エキゾチックレザー製革業へ業態転換。 亀有信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社朋英石材 6030001105442 高いデザインスキルを生かして看板製作等の事業へ進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社富士精工 4030001028323 超薄型金属部品の加工体制整備による建設業界への新規参入事業 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 戸田市 有限会社菅原化工 2030002024505 新規生産設備および生産管理体制導入による、総合メーカー向け事業への新展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社ＯＫ－ＣＲＡＦＴＳ 6030001110707 産業廃棄物の積替保管事業への新規参入による循環型社会への貢献 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社エムウェーブ 7030001016969 地元に憩いと健康をお届けするサロンカフェ事業の展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 富士見市 合同会社笑足屋 9030003016429 リアルフォローも可能なオンラインレッスンによるボディケア事業 株式会社ロードサイド経営研究所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ケント・コーポレーション 3030001002535 フレイル層を対象とした心身健康増進プログラム サポート行政書士法人

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 らーめんよし丸 ラーメン専門店からの脱却！外食産業から中食産業への業態転換 丸山　良尚

関東 埼玉県 川越市 馨諾国際株式会社 3030001060038 整体の本場中国の施術を取り入れた「産後ケア」専門サロンの展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 日高ダイキャスト工業株式会社 4030001057388 自動車会社が求める２０３０年ＣＯ２削減目標を前倒し実現したアルミダイキャストの生産 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 埼玉県 川越市 株式会社磐梯 3030001139757 人気老舗ステーキ店の万能味噌ダレとドレッシング小売・卸販売 川越商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社イーストジャパン・クリーン 7030001033378 ドローンによる農薬空中散布及び、建物・ソーラー発電機の点検事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社山崎ハウス工業 4030001008580 太陽熱温水器・給水給湯設備・ユニットバスのセット販売事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 狭山市 有限会社ウッドベル 3030002037563 老舗レストランの料理持ち帰りおよびＥＣサイトによる通販の開始 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社いわいづら 3030002092096 コミュニティの場として、食を通じた健康づくりのランチカフェ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 小料理　美舟 農業用ドローンで農家のデジタル化支援事業の宣伝と事務所建設 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社イーコミュニケーション 3010502019534 ＵＶインクジェットプリンター導入により、ＩＣキーホルダー印刷事業へ進出 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 飯能市 カレーノトリコ スパイスカレーの急速瞬間冷凍真空パックによるＷＥＢ販売 半田　康二

関東 埼玉県 草加市 クロスメッセージ株式会社 6030001109253 ドローンによる点検業務・土地の測量・災害対策の事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 上尾市 株式会社ネットスケット 2030001043035 在宅介護のトイレ掃除を劇的に楽にする介護用トイレマットの開発 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 ウッドストックジャパン 事業再構築補助金を活用した「惣菜事業」新分野展開に関する事業計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 加須市 グッドアカウント株式会社 9030001098717 コンサルティングを活かした痩身エステサロン業への進出 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 ＬＩＳＴＡ　Ｄｅｓｉｇｎ　 オープンイノベーション拠点となるアパレル工房シェアサービス事業への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 Ｍ－ＢＱＢ株式会社 3030001066729 顧客管理システムを使用した「ビジネスマッチング」営業代行の実施 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＤ商事 5030001122884 デリバリー・テイクアウトから始める麻辣湯専門店 坪井　亮

関東 埼玉県 春日部市 株式会社マルリ 2030001051483 全国の飲食店を支えてきた鰹節専門卸が家庭の味を支えていていく～ＢｔｏＣ　ビジネスへの挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社氷川工作所 5030002011129 スポーツパフォーマンスを最大化するオンリーワン製品づくりへの展開 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 行田市 かねこ建築製作所 二地域居住を視野に入れた週末小屋ライフ提案事業の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 新座市 有限会社Ｋｅｅｎ　ｃｏｍｐａｎｙ 8030002066830 受注減少を挽回するための洗浄サービスの新規参入 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 一般社団法人バイクロア 7030005020075 旧大宮図書館リノベーションプロジェクト　～飲食店をオープン～ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 朝霞市 ステージセンさやそよ 喫茶店への事業転換でコロナ禍を乗り切る 岸田　勝

関東 埼玉県 日高市 有限会社ウェック 5030002120796 今までにない業務用ピザ窯の出張体験会を移動販売車で実現し販売拡大 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 6030001137535 居酒屋から「イタリアン×らぁ麺」の独自性の高いラーメン店への事業転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＬＤＲ 9030001123350 戸建住宅の屋根・壁の改修を中心とした外装リノベーション事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 株式会社山勝 4030001051564 軍手販売提供から超音波洗浄クリーニングによるリターナブル提供事業 松井　孝允

関東 埼玉県 川口市 有限会社レジットエンブレム 2030002104570 シニア向け動的ストレッチジム事業 山部　浩平

関東 埼玉県 行田市 金井タタミ店 地域初のショールーム型店舗とネットの連動による物販の開始と多角化戦略 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ｂｌｏｏｍ 9030001113161 就労移行支援施設の教育現場としても機能するゴーストキッチン事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 有限会社安藤石材工業 7030002097637 遊休森林財産活用サポート事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 飯野　正美 沖縄発アイスクリーム専門店（ブルーシール）の町内新規出店計画 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社塩谷製作所 7030002078372 グロー点火アルコールエンジンの燃料水素化による用途拡張事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 合同会社合興 2030003011816 中国大連シェフの絶品特製火鍋を、３密対策で安心・安全に提供！ 金﨑　卓也

関東 埼玉県 行田市 東洋測地調査株式会社 3030001086990 コロナ対応に向けた地域未来を牽引する革新的ＩＣＴ測量の実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 有限会社昇栄興業 7030002091284 鉄筋工事で培った技術力をガーデニング分野の新製品開発・販売に活かす事業 市川　義治

関東 埼玉県 戸田市 Ｗｅｂ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＹＭＯＣＯ コロナ禍でも気軽に通えるセルフ脱毛サロンの開業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社バルブリッジ 9011101061070 ＵＡＶを活用した新事業構築（空撮・測量点検・操縦指導業務） 税理士法人ＭＦＭ

関東 埼玉県 深谷市 有限会社白トンボ 1030002116815 最新マシンと完全予約制の低感染リスク型のプライベートエステサロン 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社ＫＡＹＡＷＯＲＫＳ 2030001132696 コロナ禍の新たなライフスタイルを提案するカフェ「パトリシア」 伊藤　智史

関東 埼玉県 川口市 株式会社フランクリン 1030001135386 体感型付加価値エスプレッソマシンショールームの開設および運営 川口信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 テイクサンデー株式会社 9030001050165 産業廃棄物を収益化して社会にも貢献する金属リサイクル事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 ＳＥＶＥＮ・ＭＡＮ株式会社 9030001115380 在日中国人の内食需要に対応した本場の中華食材販売への事業転換 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 埼玉県 春日部市 有限会社ミノル工機 8030002071277 脱炭素社会に貢献！電気自動車に対応した金型の高精度化と品質保証 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 坂戸市 角家産業株式会社 8030001070395 地域の総合運動娯楽施設としての機能を備えるフットサル場の運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ダイリン 7030001086962 「送る」から「過ごす」をコンセプトにした宿泊型葬儀事業の展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｊ・ＧＥＡＲ株式会社 2030001100950 高硬度・中型ギア量産体制整備による新市場への進出 川口信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 江渡企画株式会社 9030001061451 構造物の大型化・高度化・多様化に伴う鉄筋加工の大型サイズへの対応力強化と高精度化事業 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 久喜市 多宝堂 南栗橋「健康すこやかプロジェクト」のスタートアップ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 株式会社秋山 5030001063492 最新型レーザー加工機による技術革新と燃料電池車の新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社アベニュー産業 6030002112685 ビニール系産業廃棄物の回収、リサイクル事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 戸田市 昌利紙工業株式会社 3030001020363 冊子・個別発送分野のＤⅩ推進による総合情報企業への転換 常住　豊

関東 埼玉県 幸手市 合同会社ＲＩＭＡＧＥ 9030003012386 美容をテーマとした女性専用のフィットネスジムを開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 川口市 株式会社ムスビトラベル 4030001127570 人とペットが幸せに暮らす社会の実現～　在庫管理　ＤＸ　技術を加えたペット　ＥＣ　事業への業種 換 小林　孝至

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＩＬ＆ＥＬＬＥ 4030001114528 筋膜リフトと筋膜スリムで内面から健康にするエステ店舗の出店 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 深谷市 深谷電機株式会社 5030001086551 電子制御装置整備施設設置による特定整備事業への業態転換 深谷商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社アムスハウス 5030001091683 アウトドアギアを専門とするツアー型ＥＣサービスの開発（物販） 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社三春工務店 2030001018227 宿泊体験が出来る環境配慮型・次世代ＶＲ搭載モデルルーム事業、イベントの企画運営マルシェ事業を行う 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社博愛社 2030001016627 「オンライン葬儀」と「ＤＸ化」による生産性向上で実現「少人数・低価格」対応型セレモニーホールの出店 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 桶川市 株式会社カトウコーポレーション 2030001042103 地域のニーズに応える複合型フィットネスジムの出店 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社ノアエンジニアリング 4030001085950 設備導入と自社技術開発によるリチウム電池製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 大平電子株式会社 2030001071614 車載急速充放電器の開発 株式会社埼玉りそな銀行
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関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社大和 6030001042388 産業用機械ロボット向け超精密樹脂部品の生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 三郷市 有限会社エイム 3030002048404 【新分野展開】自社施設建設によるスポーツクラブ事業の新規展開 北村　亮太

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社ファミリーモータース 2030002089688 電動車特化型販売と日常点検サービスの開始で地域に貢献するトータルカーショップの構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社ボディショップ・カントウ 9030002083585 自動車板金塗装技術を活かした産廃品等の有効活用事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 浦和酒店楽多 ジビエのコース料理を中心としたカウンター店舗への展開 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社松本材木店 7030001085238 基礎を浮かすエアー断震技術で新築需要を掴む「災害に強い家」等の建築販売 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 ア－ティザン前川 お客さんが集うコインランドリーを開店します。 越谷商工会議所

関東 埼玉県 越谷市 株式会社泰起 8030001101902 山留支保工から狭小敷地での杭打設工事への領域拡大による業態転換 小櫃　義徳

関東 埼玉県 飯能市 株式会社ビッグフィールド 1030001090210 埼玉の「健康長寿」は肉が支える！高品質デジタル対応肉専門店の開設 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ｎａｔｕｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ８０ 1011601017397 伊東市の地域活性化に寄与するグランピング施設・キャンプ場の運営 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 蕨市 株式会社東信ＩＴソリューションズ 2030001124082 ＩＴスクールを設立・運営して経営資源を有効活用する取組 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 埼玉県 久喜市 ウニヴェルサーレ 障がい者もリタイアした高齢者も輝けるアフターコロナの職業訓練 白川　淳一

関東 埼玉県 川越市 有限会社スガ人形店 1030002073825 老舗人形店の伝統と地域資源連携で創る１００％川越かき氷製造業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 吉川市 信栄工業株式会社 5030001065596 配電盤向け筐体の高精度・量産生産体制の構築による、建設機械事業から半導体事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社ふじみ野産業 8030001058234 創業６８年の製綿工場による羽毛ふとんリフォーム事業への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社ディーアンドエス 8030001099336 よもぎ蒸し設備が利用可能なシェアサロン事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社コーフク 9030001002843 創業５０年の本格韓国焼肉店の経営ノウハウを活かした、おしゃれなカフェ業態への進出！ 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社サイコー 5030002027661 業界初！製本技術を活用した化粧断ち＋特殊折りワンパス加工対応によるチラシ市場進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 上尾市 テクノプラン株式会社 4030001042588 マラソン大会記録集計業務のＤＸ化。 上尾商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社田島商店 8030001034029 既存事業の食品残渣収集事業の環境を活かし、食品残渣の資源有効活用を行い、新たに「牛用飼料」の製造を行う。 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社とと膳 3030001014381 埼玉県水産加工業の新分野展開による医療・介護向け販売事業構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 川越市 有限会社シャンクス 8030002079015 足場工事との組合せ垂直統合が生み出す＋αの付加価値の創出 税理士法人リライト

関東 埼玉県 秩父市 有限会社浦島商店 1030002121195 既存店舗の専門店化とインドアゴルフ練習場の新事業展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社レボル 2030001077900 教育事業を完全オンライン化。全国の美容室が利用できる仕組みへ 水上　邦男

関東 埼玉県 飯能市 グローバルエスフィールド株式会社 8030001112890 海外事業の強みを活かしたＥＶ（電気自動車）充電設備機器の設置・販売 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 北辰図書株式会社 6030001007705 ＧＩＧＡ対応のＡＩによる過去問題オンラインテストシステム開発 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 久喜市 理嬉 中古タイヤ輸出商社による国内小売販売業・自動車整備業への挑戦 青山裕之

関東 埼玉県 深谷市 セイフル株式会社 4030001086404 事業多角化による経営リスク回避と、認知度向上／地域活性化による本業復興 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社久保写真 6030001002391 自宅での極小規模ウェディング向けドレスレンタル、挙式宴席事業 税理士法人第一経営

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社ＲＩＮＴＥＣ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 9030001091606 アクティブシニアに寄り添った高精密・部分入れ歯の製作 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 久喜市 株式会社大熊本店 4030001031087 低温・冷蔵倉庫の新設による新たな高付加価値倉庫事業領域への進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 本庄市 旭産業株式会社 1030001060114 新たな超高精度空圧油圧機械部品加工事業による事業再構築 本庄商工会議所

関東 埼玉県 大里郡寄居町 有限会社豊田彫刻工房 6030002115911 社寺彫刻や伝統文化から企業経営の処方箋を提示する学習支援事業 久保田　昌宏

関東 埼玉県 秩父市 株式会社むさしの 1030001090755 超富裕層をターゲットとしたハイグレードグランピング事業の戦略的展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＴＯＫＯＲＯＺＡＷＡ－ＥＡＳＴ 3030001101543 テーマパーク型フードコート建築で地域密着型の飲食事業へ進出 税理士法人埼玉共同会計

関東 埼玉県 和光市 株式会社高橋鉄骨 7030001046751 高品質・高速特殊レーザ工法による新製品市場への参入 城北信用金庫

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ジェントルリーフ 8030001090443 飲食専業から、新分野・リネンのリース事業に取組み、地域医療に貢献 正木　一弘

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社熊谷清掃社 3030001084648 揚げカスから飼料と燃料へ変える新資源回収循環システムの実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 朝霞市 有限会社大和精工 6030002059456 アルミニウム製ポール部品ニーズに応える医療機器分野への新規展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社アルク 8030001066253 新しいエネルギー産業機器向け部品の国内サプライチェーン強化事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社榎本精機 4030001032465 自動車部品製造企業による医療機器部品製造分野への新規事業展開 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 新座市 株式会社雄進印刷 6030001057048 ＯＭＯ（Ｏｎｌｉｎｅ　Ｍｅｒｇｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｏｆｆｌｉｎｅ）を体現し、印刷業界にイノベーションを起こす宿泊施設の運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 埼玉機械工業株式会社 7030001065545 ＥＶ関連部品製造新規開拓事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社寿進 4030001061101 自社保有の断熱技術を活用した車体二次架装事業に参入する事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 加須市 大都鉄工株式会社 4030001033100 溶接ロボット導入による、大型コラム材の新規製造と、大型倉庫市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社加藤建設工業 2030001089350 高精度ＩＣＴ化に対応した丘陵斜面における造成事業への業態転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 株式会社アイ・エヌ・ジー 4030001115518 利用者、介護者（親族等）、介護スタッフの３者にとって負担の少ない、持続可能性の高いショートステイ事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 日高市 株式会社谷野製作所 9030001089856 小モジュール高精度ギアの半導体製造装置部品の新規製造と専用ラインの構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 新日本ビルサービス株式会社 2030001004235 地域事業者と顧客をつなぎ、地域創生を実現する事業 税理士法人岡本会計事務所

関東 埼玉県 春日部市 不動工業株式会社 5030001053790 ハワイアン料理事業への新規参入 松本　圭介

関東 埼玉県 さいたま市西区 辰巳設備工業株式会社 7030001005352 配管設備工事業のノウハウを活かした標準配管製造販売業への挑戦 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社ジャーマンサービス 8030001053458 製パン機卸業から、本格ドイツパン提供のベーカリー事業への進出 井上　拳

関東 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社クリーニングオリジナル 9030002001076 クリーニング師が常駐するコインランドリー店の新規開業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 本庄市 スゴー運送株式会社 6030001060290 産業廃棄物の『３Ｒ』に貢献する企業を目指すための産業廃棄物中間処理業への進出 埼玉信用組合

関東 埼玉県 春日部市 有限会社早乙女建設 8030002071780 くさび緊結式足場設備　２点ショットブラスト方式ケレン機導入による社内一貫建設工事体制の構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川越市 オリオン科学株式会社 7030001054465 短納期対応再構築と総合基板メーカーへの足がかりとなるシールド板事業 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社東京アワクメ 8030001036207 油圧ポンプメンテナンスのワンストップサービスでの事業拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 ＧＲＡＮＺ株式会社 8030001095640 地域の安全性を守る！次世代のシステム吊り足場導入によるインフラ　老朽化補修工事への挑戦 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 埼玉県 吉川市 有限会社葛三金属 3030002090026 スイッチ部品のワンパス／オートメーション化による業態転換 城北信用金庫

関東 埼玉県 深谷市 森合成有限会社 4030002117331 ニッチ分野の熱硬化性射出成形の強化による新分野進出 竹野谷　周久

関東 埼玉県 川越市 有限会社巴商工 2030002074368 コスト重視型から高精度加工による高付加価値型にむけた事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社クルックス 8030001079370 イベント事業から業種転換『愛犬の幸せを共感』海近独立貸切型わざわざドッグコテージ経営事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 川口市 中里歯車工業有限会社 6030002105540 スカイビング工法によるロボット用精密減速機向け歯車の試作と量産 青木信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社沢田本店 4030001085414 縁結びの神様、妻沼聖天山が結ぶ農と食の交流でにぎわいを 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 株式会社上尾技研 4030001041094 熱処理事業進出による金属加工のワンストプサービスでの事業拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 本庄市 和ノ嘉 コインランドリー併設カフェの開店で、児玉駅前に地域住民のオアシスを 埼玉信用組合

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｔ－ｄｉｎｉｎｇ株式会社 6030001128591 豚のひとときＤＥＬＩプロジェクト 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 戸田市 有限会社ムーブ 7030002026629 シミュレーションゴルフ施設の運営を起爆剤としたゴルフ用品の販売 東京信用金庫

関東 埼玉県 志木市 合同会社ｂｉｇ　ｔｒｅｅ　ｈａｎｄ 6030003011184 ラーメン店主による「お家でホルモン」セットの自社ＥＣサイト販売 岡本　広輔

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＺＥＮＴＡ　ＳＴＵＤＩＯ 6030001129788 音楽制作業務のマスタリング事業への参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社阿部紙業 9030001038854 「脱プラ」の後押しで食品対応の紙容器製造による新分野展開で事業の再構築に挑戦 株式会社群馬銀行
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関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 三橋合名会社 4030003004925 コインランドリー事業進出による事業基盤の再構築 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ピー・エス・ディー 4030001012723 ＩＴ技術を応用した無人２４時間インドアゴルフ練習場 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 川口市 エイム株式会社 5030001073938 冷却塔向けスケール除去装置の開発、製造、設置サービスによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社コレオグラフィー 7011601019446 プロダンスアクターの養成と劇団の発足による事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 上尾市 株式会社樹ＦＫＣ 1010001205942 銀座の鮨店から、地元上尾市へ　地域密着型の海鮮丼店・ケータリング等事業への進出 安藤　幹根

関東 埼玉県 川越市 有限会社福呂屋 2030002074797 地産地消チーズケーキとウォークスルーで地域にイノベーション！ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社三勝設備工業所 7030001019022 ダクト製造で蓄積したノウハウを生かし、プレハブ工法に適したダクト製造へ挑戦し、工期削減に貢献！ 株式会社イストワール

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社シンエイ 3030002114899 次世代技術により需要の高まる建機部品製造業への事業転換 税理士法人大久保会計

関東 埼玉県 川越市 有限会社村上製作所 3030002075299 複合曲げ加工による高精度一体型筐体の段取りレス生産プロセス構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社三ケ島製作所 1030001025091 新たな一貫生産体制の構築によるＥＶ自動車向け高精度部品の新規需要獲得事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 昌洋有限会社 5030002091939 「エンプラの再生ペレット化によるサーキュラエコノミーの実現」 金﨑　卓也

関東 埼玉県 深谷市 株式会社大向興業 2030001086430 ＩＣＴ建設機械向け部品製造事業立ち上げによる新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 川口市 有限会社栄久堂 9010602028339 １００年の伝統技術と最新設備導入により高品質な特殊製本市場へ業態転換 青木信用金庫

関東 埼玉県 新座市 株式会社清水精機 4030001045855 高精度・短納期対応を実現する新複合加工による連続生産プロセスの構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＦＲＥＡＫＳ 4030001053560 ロードサイドで近隣住民の方へ法定点検を提供するショールーム型自動車整備認証工場の開設 森田　昇

関東 埼玉県 川口市 アールディー企画株式会社 5030001083284 オールインワンシェアオフィス・困り事サポートで収益力ＵＰ事業 税理士法人第一経営

関東 埼玉県 川口市 株式会社ミッション 1030001077372 事業者向け高性能サスティナブルユニットハウスの開発・販売 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社漢口商会 8030002003313 ヴィンテージストーブのブランディングによる紅茶専門カフェ事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 日高市 株式会社大丸 1030001089764 レンタルスペース・整理収納支援事業による社会貢献型不動産会社への変革 飯能信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 居酒屋燦 児玉地域の方が手軽に楽しめる、テイクアウトピザ専門店の新展開 齊藤　光介

関東 埼玉県 戸田市 有限会社篠崎製作所 2030002024397 精密汎用旋盤導入と食品製造設備の生産体制構築による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社番匠 4030001128065 匠の力を活かしたアンティーク家具再生事業 上尾商工会議所

関東 埼玉県 入間市 ケーズハウス 地域密着型高齢者支援センターへの新分野展開 山田　健一

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社マユズミ 2030002079697 持続的サプライチェーンの要請に対応した感染症対策工場での新生産プロセス構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｎｅｇｏｔｉａｔｏｒ 9030001082919 渡良瀬遊水地を望む埼玉県加須市の広報型グランピング事業 但馬信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社氷川ブリュワリー 6030001100897 卸売販売進出に向けた業態変換への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北本市 丸和セレクトホーム株式会社 1030001011471 電動車にも対応できる自動車整備工場への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 トラベルネット株式会社 5030001055977 赤外線カメラ搭載ドローンによる建物診断及び空撮業務とワークスペースのレンタル事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 有限会社横瀬石油 2030002122440 「ワーケーションスペース秩父」で地域にイノベーションを！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 戸田市 株式会社協和美術 2030001034133 印刷物の可能性を広げるニッチ分野転換への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社伊東製作所 2030001084450 国際競争力強化の一翼を担う高付加価値ロボット部品の製造 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 川口市 東峰産業株式会社 2030001076274 製造プロセスのデジタル化で新分野開拓とＢｔｏＣ事業への進出 城北信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社すみーく 7030001104724 みなかみ町の活性化に貢献する、シニア向けグランピング事業 株式会社ガイア・プロジェクト

関東 埼玉県 越谷市 株式会社Ｂｕｄｓｃｅｎｅ 2030001067645 自宅に簡単に設置できる、防音室ＤＩＹキットの販売 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 むーんしゃいん 食×文化を融合させた新しい形のイベントスペースシェア事業 谷口　典子

関東 埼玉県 坂戸市 ＵＴＭ株式会社 3030001127266 ロボットマイスターが創設する実践ロボットアカデミー 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 有限会社津布久自動車 1030002087049 福祉車両メンテナンスによる福祉ビジネス事業化計画 税理士法人フカサク

関東 埼玉県 戸田市 日輸車輌株式会社 5030001020592 ＤＸで業態転換した新ビジネスモデルのフォークリフト事業構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 中川歯科医院 「１ＤＡＹトリートメント」を機軸とした既存の高齢患者の再獲得と新規患者の獲得 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 アイル株式会社 4030001088805 地域交流活性化と健康増進のための趣味、交流、リラクゼーションのエコシステム戦略 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 三郷市 有限会社山田工業 4030002050061 既存のエレベータ開発顧客内の新規分野への参入を短期間に行う 亀有信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ＷｉｓｈＣａｒｅ 6030001023173 障害者就労支援施設開設による介護事業からの事業転換 後藤　公平

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社埼玉新聞社 8030001003009 埼玉県のリソースを活かした体験学習塾「じぶんデザイン事業」 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社良幸 2030001087585 医療用ステンレス製機器の製造に関する事業計画 税理士法人Ｔ＆Ｓ

関東 埼玉県 深谷市 埼原リサイクル有限会社 7030002115175 「都市鉱山」に眠るレアメタルの資源化事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社光聖 4011101081552 ２４時間利用可能かつ非接触の室内ゴルフ練習場運営への進出 野竿　健悟

関東 埼玉県 比企郡小川町 センティード株式会社 2030001071457 ＮＣルータを活用した大人の木工ビジネスの構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 狭山市 国産螺旋管株式会社 3030001127539 光ファイバー保護の金属螺旋管への進出 株式会社ＥＣＯ経営企画室

関東 埼玉県 川口市 株式会社常陽産業 4030001081719 コロナ禍で樹脂事業が縮小、新規のシリコンバンド製造に新分野展開 尾亦　周平

関東 埼玉県 川越市 株式会社エコハウス 5030001057478 リフォーム事業の集客・商談のオンライン化とインテリア事業開始 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＫＥＮＳＨＯＷ 5030001103975 アメリカの日用品雑貨販売を通じた新しい生活提案での事業拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 春日部市 有限会社エムエヌコーポレーション 9030002071714 遊技場の万全換気システムを生かした新フィットネスジムの運営 城北信用金庫

関東 埼玉県 和光市 株式会社エステック 7030001103783 独自製法による強度に優れた紙製品の製造による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 川口市 ハイドロギヤー株式会社 4030001073872 ナノファイバー製造事業 魚谷　康行

関東 埼玉県 行田市 ゴールド化成株式会社 4030002117752 ホームセンター向けトレンドを反映したオリジナル園芸用品の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社Ｆｅｃｏｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 5370001024923 ｗｉｔｈコロナに対応出来る、「唐揚と焼鳥」のテイクアウト専門店と宅配のゴーストレストラン 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社日本工房 7011801026242 健康診断専門高級クリニックに特化した内装工事元請への業種転換 川口信用金庫

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社杉戸自動車 4030002070431 日本初！！民間自動車整備会社によるＥＤＲ分析を通じた自動車安全コンサルへ新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社石橋紙器 7030001017736 ハンディキャップをアドバンテージに！一貫生産で挑む石橋紙器 白川　淳一

関東 埼玉県 加須市 株式会社ＳＯＬＡ 5030001114262 熱気球を発展させた宿泊・飲食・倉庫事業への新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 秩父市 ヒンドゥスタン 今行きます！み☆どりーむ号が貴方の街に大作戦 上尾商工会議所

関東 埼玉県 東松山市 合資会社藤倉 3030003003614 「サロン予約システム付きポータルサイト」を構築し、理容業界を発展させる事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 三笠エンジニアリング株式会社 9030001112873 鉄骨３Ｄ設計・製造・現場溶接工事の一貫体制によるワンストップ製造・工事請負事業 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社キョーリク 4030001088524 プレイフルラーニングによる幼児教育・知育特化型アプリ開発及びＤ　Ｘ支援 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父市 株式会社山本組 5030001090982 革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図り、受注増でＶ字回復を達成する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 スカーフード工業株式会社 8030001020375 手軽な体験型冷食を発売し「モノ売り」から「コト売り」に新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社ＫＯＹＯ 1011101006710 最先端なＩｏＴコインランドリー事業を開始して、Ｖ字回復を狙った新分野展開プロジェクト 駒田　裕次郎

関東 埼玉県 川口市 東信化学工業株式会社 3013301008286 循環製造工程構築による知識集約型事業への業態転換計画 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 熊谷市 ヤマム株式会社 1030001087140 再生プラスチック製の受圧板の開発と製造及び販売 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 戸田市 株式会社トーツヤ・エコー 3030001021493 ｗｉｔｈ　コロナ、ａｆｔｅｒ　コロナを見据えた機能性・高環境性能ラミネート加工体制の構築 株式会社アルファコンサルティング

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＡＣＴ 4030001040641 “切らない毛髪ラボ”女性専用育毛カウンセリングとヘアケア用品量り売り事業 草加商工会議所
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関東 埼玉県 深谷市 株式会社アーキテクト 6030001108718 群馬県下仁田町活性化計画。大自然・温泉・特産品が満喫できるグランピング事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社ばっかす 9030001032642 ふるさと納税返礼品事業を活用した新分野展開による地域活性化への貢献 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 株式会社日生クリーン 1030001065682 これまで培ったモノづくり経験を活かした食品事業の新規立ち上げ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 新座市 防音工房Ｐｅｒｆｅｃｔ ポストコロナに対応したＬｉｖｅ配信可能な防音スタジオのシェアリング事業 鬼塚　明日海

関東 埼玉県 越谷市 ＣＳリレーションズ株式会社 3030001063858 携帯電話ショップ＋換気抜群のテラス型フルーツカフェ業態で業界にイノベーションを 大塚　伸宏

関東 埼玉県 加須市 株式会社中西建設 9030002042723 整体院併設型インドアゴルフ事業参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 所沢市 福廣音楽事務所 専用音楽スタジオによる音楽制作とレーベル運営、及び音楽教室の開講 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ｓｍａｒｔ１１９ 9040001104713 休日・夜間の往診を行う医療機関を支援するサービスの新規開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 銚子市 有限会社マザーズ 6040002085996 自動裁断機の導入によるサンプル縫製事業の参入と多品種少量生産の強化 関谷　満

関東 千葉県 長生郡白子町 カネイ産業株式会社 8040001058927 近隣宿泊業向け調理品提供事業開始による売上拡大と地域の活性化 関谷　満

関東 千葉県 四街道市 美容室ミケネオ ポストコロナに対応した業態転換によるヘアカラー専門店の展開 東　俊道

関東 千葉県 君津市 株式会社傳 3040001109445 ペット同伴の個室ドームで安心安全なイタリアンを一緒に楽しむ 中川　博

関東 千葉県 柏市 リライズ株式会社 1011701017727 ふぞろい野菜を用いた“医師監修”のパワーサラダ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ユーベル 人との接触を一切せずに利用できる、完全貸切の無人個室ジム事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 バルｅｕｒｏ 地域密着型ウェルネストレーニング教室 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八街市 株式会社クレエ 1040001047705 造形物制作販売事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 土屋圭史 保険外交員から「　地域に無い　ドライヘッドスパ専門店」へ　の　再構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社なかじま 1040002038257 次世代凍結技術による高付加価値冷凍商品の製造と全国拡販 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 千葉県 習志野市 ボンクラフト 革製品製造業の技術を活用したＣｔｏＣハンドメイド市場開拓戦略 習志野商工会議所

関東 千葉県 浦安市 有限会社エイム 4040002040441 和風居酒屋が挑むイタリアンレストランとテイクアウトの新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社レプコ 3040001008011 フードロスを０（ゼロ）にする、新時代の飲食店舗オープン事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 千葉県 柏市 東武レクリエーション株式会社 6040001067558 スポーツ系プライベートレッスンのマッチングアプリ運営への業種転換 税理士法人ＥＰＳ

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ストライブフィールド 5040001079422 サーフィンおよび体幹トレーニングのオンラインレッスン事業 佐久間　達也

関東 千葉県 富津市 株式会社Ｍｏｄｅｓｔ　ｉｎｎ　Ｊａｐａｎ 1011101085985 都心での日常生活を楽しくする斬新な「ロッカーステーション」の開発 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 野田市 株式会社ケミテック 8011801024220 シナジー効果を最大限に引き出すカーコーティング事業への参入 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 銚子市 株式会社カワカミ 3040001105337 水産仲卸業で培った魚の仕入れ力を活かした魚介系家系ラーメン事業への進出 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 富津市 おふくろ 飲食業から飲食業と店頭販売（地元野菜・鮮魚）、調理体験への新分野へ展開する事業再構築 君津信用組合

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 タベルナ・ダ・イシイ お客様による収穫体験や野菜作り体験も出来る、農家レストランへの事業転換計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 株式会社ノエオ 1040001112137 淡路島バーガーとこっぺぱん専門店でテイクアウト市場に新規参入 習志野商工会議所

関東 千葉県 成田市 合同会社フィールド 3040003008959 可動域拡大と柔軟性向上に特化したフィットネスクラブ経営 野竿　健悟

関東 千葉県 柏市 株式会社ほるまさ 7040001098602 焼肉店がお家で楽しめる焼肉セットをインターネットで販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 八千代市 有限会社久土地自動車工業 2040002028959 車両の自動運転装置の整備及び機器の公正事業への進出で収益改善 八千代商工会議所

関東 千葉県 印西市 有限会社昭平交通 4040002057568 大型バスを改造した移動式抗原・抗体・中和抗体検査事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 有限会社柳澤自動車工業所 5040002019170 工場改修による自動車鈑金塗装１ＤＡＹサービスの実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 柏市 株式会社肉の大山 9040001093262 地元企業の福利厚生向けに展開する「贅沢和牛弁当」自社デリバリー事業 株式会社東京経営サポーター

関東 千葉県 南房総市 ＳＯＵＴＨ　ＢＩＲＤ　ＩＮＮ 海辺の多目的スペース　癒し／ライフスタイル　キャンプ＋サーフ 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 バーバーゼロワン 理容事業から男性も気軽に通える脱毛・エステ事業への事業転換 銚子商工信用組合

関東 千葉県 茂原市 有限会社昇龍 5040002081179 中華料理店の味を自宅でも味わえる「宅配・持ち帰り」専用メニューの試作開発事業 房総信用組合

関東 千葉県 市川市 有限会社ベストテック 4040002076592 ヴィ―ガン文化を元にしたカフェの開店 森　健一

関東 千葉県 市川市 ヒラタメディカルサポート株式会社 1040001060617 ＩＴを活用した放課後等デイサービスによる地域貢献 市川商工会議所

関東 千葉県 旭市 株式会社ビューティーＭｏｒｅ 5040001063203 最新のセルフ美容エステ機器導入による大胆な事業構造の転換 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 習志野市 アンドゥプラス 日野市初！健康特化型コワーキングスペース「ＰＬＵＳ　ＯＮＥ」の開設 西　良騎

関東 千葉県 長生郡長柄町 土肥心 陶芸家による自然豊かな山を活用したグランピング事業への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｇｒａｎｔ 4040001102390 エステ事業により培った栄養ノウハウを元にした飲食事業への転換 株式会社イソシエ

関東 千葉県 市川市 らーめん木尾田 冷凍自動販売機による「有名店らーめんの販売」 市川商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社Ｂｅｌｌｙ　Ｂｕｔｔｏｎ 8040001118573 ヴィーガン料理とランチ営業による新分野展開 羽石　欣司

関東 千葉県 流山市 Ｆｕｔｕｒｅ　ｒｏｌｅ ＢａｓｅＥＸ工法を用いた基礎巾木事業の新参入 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 佐倉市 ＲＵＢＹ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 5040001049532 キッチンカーから思い切った業種転換で中食市場に参入 佐倉商工会議所

関東 千葉県 柏市 株式会社ＴＭＣ 9040001072745 小売業専用デバイス製造業進出およびリカーリングモデル転換への挑戦 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社エムセブン 4040001023835 豊洲、大田市場で培った強みを活かし、新たなマグロ市場のニーズに対応した定型サク（小型）の展開を行います 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 合同会社スパイラル 5011503004127 体験型ワークショップと学習支援を組み合わせた子供向け学習サービス事業 柏商工会議所

関東 千葉県 袖ケ浦市 エヌズゴルフスペース トーナメントプロによる室内ゴルフ練習場スペースとレッスン提供事業 株式会社きらぼし銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社ゆとり 5040001109955 こだわりの焼き鳥屋の味を家庭で味わうデリバリー等の業態転換事業 中井　一

関東 千葉県 市川市 居心ち家　久四郎 駅前立地を活かしたリモートワークやオンライン配信ビジネス対応の多目的レンタルスペース事業 池村　尚弘

関東 千葉県 香取市 株式会社Ｍ－ｏｆｆｉｃｅ 6040001093323 イートインからテイクアウトへ転換してコロナに打ち勝つ 岸田　勝

関東 千葉県 柏市 株式会社ながせ 6040001069835 既存固定客と配達網を活用した宅配による高級食パン販売事業計画 柏商工会議所

関東 千葉県 流山市 一般社団法人エイジレスライフ協会 9040005020865 グループホーム運営による生活密着型ケアへの業種転換 流山商工会議所

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社クマザワサッシ 4040002003530 サッシ業者によるコンテナハウス販売・グランピングへの進出挑戦 野竿　健悟

関東 千葉県 柏市 株式会社彩食幸時 8040001099112 「肉割烹」の設立による感染症に対応した飲食事業の再構築 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 八千代市 株式会社フィディリティムサウンド 8040001023823 スピーカーシステム製造工場の変更とキット自製化計画 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 千葉県 野田市 株式会社ＳｔａｒＬｉｋｅ 2040001089746 競技者とジュニア育成に特化したボウリング場の新規開業 越谷商工会議所

関東 千葉県 船橋市 おうち教室　花とリボン ハンドメイド作家専門のコワーキングスペースの開設と活用 リバティ税理士法人

関東 千葉県 茂原市 ラ・ブリーレ エステと整体の技術を融合させた新しい痩身メニューの展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印西市 ホユキ株式会社 5010001136060 自社リソースを活用したＥＣ企業向けの物流倉庫および商品発送代行事業の新規展開 坪井　亮

関東 千葉県 香取市 株式会社和緑園 2040001077924 造園業から小売業へ　「ベランダ庭園」の商品化で新規顧客層の拡大に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＺＩＮＮＩＡ 7040001081087 「バー・ホッピングの街・千葉」実現のための飲食店起業支援 株式会社エイチ・エーエル

関東 千葉県 柏市 株式会社水分 7040001112445 おうち時間にも外食の味を！テイクアウト・デリバリもできるから揚げとステーキのお店 鈴木　聡

関東 千葉県 山武郡芝山町 有限会社隆松園 7040002083636 日本茶の製造販売から地元食材を使った本格派ラーメン店へ 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｌａｎｄ＆ｓｋｙ 8040001070089 居酒屋事業から時代のニーズに合ったファミリー・女性向け焼肉店への転換事業 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 ノーブル株式会社 8290001058943 妊活・マタニティエステの新規展開とプライベートサロンの構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 野田市 有限会社成久 7040002097396 冷凍食品の開発、製造販売による経営改善計画 野田商工会議所
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関東 千葉県 千葉市中央区 カノン助産院 助産院での「親になる」をサポートする千葉市産後ケア事業宿泊型・滞在型参入 吉次　貴宏

関東 千葉県 松戸市 株式会社イメージストリート 5040001097597 小売業で培った強みを活用したビジュアル提案事業への挑戦 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社芝山タクシー 4040001063113 既存事業とのシナジーも追求したハラール料理デリバリー事業による新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 市川市 テイケイハウス株式会社 8040001037311 地域住民の豊かさ向上・ストレス解消を目的とした、ハワイアンドーナツ販売事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 福栄建設株式会社 6040001074991 千葉県房総地域の地域再生に貢献！公共土木から解体事業への転身 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社おーしゃんずダイニング 2040001108613 不揃い野菜を用いたボリューム満点カレーグランプリ優勝カレー店 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 山武郡九十九里町 Ｍ’ｓＢＬＤ有限会社 5030002042792 空き家問題を解決して地域貢献！鉄筋加工業から解体業への転身 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ワールドパーク 5010401128698 千葉県公園管理の新たな展開！ビーチハウス商圏化による再構築事業 税理士法人アークネット

関東 千葉県 白井市 株式会社アイカンパニー 3040001109593 津田沼地域との連携を伴った新しい価値を持つシェアオフィス運営事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 八千代市 有限会社アイルック 6040002028303 南房総でのペット同伴に特化した貸切宿泊施設事業 太宰　真澄

関東 千葉県 市川市 株式会社アンビション 7040001055875 業界初ガーメントプリンターを利用したワンストップ型・短納期・低価格（特注）卓球ウェア　　の制作販売事業 市原商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社ダイエー花壇 8040001044893 老舗園芸植物卸売業者の植物管理技術を用いた高付加価値な観葉植物レンタル事業 佐原信用金庫

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ライフユニット 5050001026068 就労型支援作業所の開所と飲食店（弁当等のデリバリー対応）の開設を　行う。 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ

関東 千葉県 市川市 八房整骨院 運動療法を取り入れたフィットネス事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 響カラオケボーカル教室 「気功整体」「ボディケア・整体」によるリラクゼーションルームの運営 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 香取市 カラオケ夢時歌 地域密着　完全個室で美と健康のサポートもできる脱毛サロン 佐原商工会議所

関東 千葉県 鎌ケ谷市 スタジオアクセル ドッグスクールの開講とドッグランの運営 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富津市 株式会社丘の鐘撞社 8040001097066 一棟貸宿施設内の遊休地を活用した新規顧客開拓への取り組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社ウエスレイクイノベーション 3040001050005 とんかつ神楽坂さくら君津店運営及び店舗譲渡計画 川　勝寿

関東 千葉県 柏市 株式会社サンドイッチオーケストラ 4040001118783 これまでの中食サービスに例を見ない満足度を届けるデリバリー事業の展開 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 千葉県 千葉市中央区 塩瀬商事株式会社 4040001003003 急速冷凍した持ち帰り食品の製造販売とスパイスカレー業態の飲食店運営 税理士法人木下会計事務所

関東 千葉県 南房総市 いちかわ接骨院 国家資格者による地域住民の運動機能維持、向上を目的とした運動教室の展開 上田　曽太郎

関東 千葉県 茂原市 フィールズ有限会社 9040002081919 スポーツイベントを安心して楽しめるウィズコロナ対応システム「ＲｕｎＳＭ」の開発 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 柏市 株式会社山岡 7040001087464 新規オープンショッピングセンター内でのパティスリーカフェ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社慶山 2040002037828 老舗焼肉店の強みを活かした食肉販売、惣菜製造市場への参入 株式会社レイルコンサルティング

関東 千葉県 流山市 昭和映像株式会社 8040001110051 映像機器演出を活かした地域密着型事業展開で地域に元気を！ 税理士法人ＭＦＭ

関東 千葉県 香取郡神崎町 五代目森山清次兵衛 アレルギー持ち児童が安心して食せる「ソフトせんべい」試作開発事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 ボルダリングジムマシラ 教育事業への新分野開拓 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 トキズデザイン ファッションデザイナーのプラットフォーム型店舗事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 ＨＩＬＤＡ　ＩＮＮ 建設業界での知見を生かしたドローンを利用した調査事業による再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ヌーベルモンド 9040001101413 自宅美容需要を取り込む自社脱毛用ワックスの製造販売事業の展開 和田　恭一

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＣＣＲｅｎｏｖａ 1040001101156 自社が保有する空き家を有効利用し、ＳＤＧｓに根差した社会福祉事業への新分野展開 山田　健一

関東 千葉県 富津市 ＫＩＫＫＡ合同会社 9040003002881 地元名物『黄金アジ』など新鮮魚介を使った冷凍加工食材の製造 塩津　友輝

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社ＣＡＤ 1040001106386 人気飲食店がプロデュースするウィズコロナでの貸別荘＋ワーケーション 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社サンスマイル 5011801025130 玩具産業の中で、当社にとって新しい分野となる知育・教育玩具（ＳＴＥＡＭ玩具）への参入と成長 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 オープンロード合同会社 3040003005997 古民家をリノベーション。地域課題解決に貢献するＳＤＧｓ宿泊事業 中牟田　康

関東 千葉県 船橋市 ビジネスゲート・コンサルティング株式会社 1040001032871 新しい生活様式に対応する専用施設を用いた健康促進事業の実施 藤原　和江

関東 千葉県 匝瑳市 平山板金 増加するウィンドレス畜舎に対応した畜舎用エアマットカーテンの製造 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 香取市 有限会社花のクレヨン 9040002088286 切り花専門店による、ドライフラワー（廃棄花を活用）・観葉植物販売事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 東金市 株式会社ステップ京葉 1040001057902 次世代のシステム吊り足場を利用した新たな足場事業への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 千葉県 八千代市 リタ株式会社 6040001080577 健康関連商品の販売による健康をテーマとした地域交流店舗事業の立上げ 松井　淳

関東 千葉県 富津市 有限会社かん七 6040002071096 そば道場による顧客との関係強化と道場生の活躍の場づくり 君津信用組合

関東 千葉県 長生郡睦沢町上市 株式会社たていち 4040001060093 災害対策工事業及び災害対応機能型コインランドリー事業の開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 株式会社池田工業 2040001051540 鉄骨工事事業者が鉄骨ユーザーである強みを活かし製造業へ新展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社千葉エンビ 8040002074205 プラスチック製資材に特化した地域密着型倉庫業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 大網白里市 合同会社リラクシング 6040003009442 九十九里の自然を満喫出来るペットと泊まれる一棟貸グランピング 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 いすみ市 有限会社志村水産 2040002101807 大原地ダコの加工・販売を専門にＢｔｏＢ展開で復活を目指す。 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 佐倉市 株式会社美研 4040001048535 「海」を楽しむ「グランピング等の宿泊事業」 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ユーカリ物流 2040001037168 お客様の困り事解決と自社の既存事業を飛躍させる定温倉庫事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 千葉県 佐倉市 株式会社福島精工 1040001047069 最新ＡＩ機能による３密回避でＲＰＦ製造機の大型固定刃加工を実現 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 有限会社グローバル・チーズ 4040002079001 当社初となる新たな冷凍乳製品の開発・販売に伴う生産ライン構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 株式会社スズヤス 1040001084814 農家直営キャンプ場及びエコツーリズム事業への進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 いすみ市 株式会社橋本カンパニー 9040001110827 中小零細建設業から非接触型簡易宿泊業（一棟貸し別荘事業）への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社松丸開発工事 6040001018742 建設廃棄物の有効利用率向上と循環型社会の構築に向けた再資源化事業計画 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社クリエイト・エンディ 7040001011184 （新事業展開）３事業の一体運営によるシナジー効果の発揮 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 勝浦市 有限会社タキグチ 7040002102321 観光施設・キャンプ場への地域物産食材ならびに冷菓の販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 風鈴堂合同会社 2040003009909 特産品メニューが活かせる持ち帰り飲食事業への転換 近山　寿博

関東 千葉県 野田市 知久牧場 循環型酪農の牧場の生乳からアイスクリーム等を製造し販売する 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 館山市 有限会社龍崎工務店 7040002099938 地元館山の観光資源を活かしたワーケーション型貸別荘事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 富里市 株式会社半兵衛エンタープライズ 4040001045367 カー用品の販売・取付から、自動車のトータル提案への進化を図る新事業展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 8040001027774 ＳＳから脱炭素社会に対応した次世代エネルギー拠点への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 勝浦市 居酒屋ひと里 居酒屋からあなたの台所風の総菜テイクアウト店へと事業転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 南房総市 合同会社ＫＡＹＡＢＵＫＩ 9010803002877 南房総地域の観光資源を活用したトレーラーハウス宿泊事業への転換 髙司　浩史

関東 千葉県 木更津市 株式会社エスタシオンホールディングス 6040001106662 ＩＣＴ教育を伴う放課後等デイサービス事業の実施 木更津商工会議所

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ミッション 5040001047107 サーフショップ・居酒屋事業からミートパイカフェ事業への転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社ｃｈｅｖｅｕｘ 7040002052954 顧客はスタイリスト、スタイリストと展開する革新的サロンビジネス 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 富津市 合同会社房州の力 8040003007205 南房総一の海鮮レストランおよびＥＣ販売　～南房総の魚を全国へ～ 福永　健二

関東 千葉県 習志野市 株式会社佐野工務店 1040001014465 工務店が目指す世界水準の家づくり！国産材サステナブル住宅事業 森藤　啓治郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ　ｌｉｆｅ 5040001025129 葬儀をもっと自由に。最先端施設で行うオーダーメイド葬・生前葬・ペット葬 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 南房総市 株式会社紋屋旅舘 5040001079026 家族旅行向け旅館からファミリーワーケーション旅館への業態転換 館山信用金庫

関東 千葉県 八千代市 有限会社イケサン 9040002000829 ３Ｄスキャナー型三次元測定機を利用したリバースエンジニアリング事業 矢野馬　通永
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関東 千葉県 佐倉市 株式会社京櫻 8040001089377 グローバル型「ハイスペック人材」創出事業で地域共生社会のハブへ 岡部　眞明

関東 千葉県 八街市 株式会社テンサン 5040001048014 大型非住宅建築物木造化に向けた大断面プレカット材提供体制の構築 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 千葉県 千葉市中央区 ベイサイドプラント株式会社 6040001092192 千葉県内Ｎｏ．１のからあげ専門店のＦＣ経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八街市 桜木総建株式会社 3040001092567 太陽光発電建設の知見を活かし太陽光パネルリサイクル業へ事業転換 北村　亮太

関東 千葉県 野田市 株式会社ネクストステップ 5040001078746 事業再構築のための障害者グループホーム 岩瀬　学

関東 千葉県 船橋市 協和工業株式会社 5040001017150 老舗企業が培った『技術力×生産体制×ネットワーク』で新分野に挑戦！ 根本　義之

関東 千葉県 野田市 株式会社サンコー 8040001071211 コロナ禍における大径長尺部品市場への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 成田市 広風苑株式会社 6040001098339 「和の様式美」と「自然の風景美」が織りなす、地元・印旛の「安全・安心」食材レストラン 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 柏市 カイトウ建築設備工業株式会社 3011101056852 次世代墨出器の共同開発の成果を活かし、包囲カメラ群角度解析による軌道解析装置による測定請負、装置販売事業への進出 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社ジオテクノ・ジャパン 4040001061546 川下工程に進出し地盤調査、基礎工事の社内一貫サービスを提供 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 ミオ　プレフェリート ポストコロナを生きるイタリアンバールとキャンプ場運営のシナジー 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 市川市 株式会社ソーシャル 3010801006308 ビジネスホテルのノウハウを活かしたウィークリーマンスリーマンション事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社エデュース 6040001079727 放課後等デイサービス及びコワーキングスペースへの新分野展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 千葉県 茂原市 株式会社内山電機製作所 4040001059078 当社の技術を活かせる再生可能エネルギー事業への進出による新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 館山市 有限会社宮沢書店 8040002099862 従来の書店から、イタリアンレストランを併設した空間を売るＢＯＯＫ＆レストランへの進化 館山信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社明湘園 4040001055531 台湾料理店によるテイクアウト、デリバリー向け商品の量産化 近山　寿博

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社かわきたファーム 2040001057059 住宅街のすぐ横、大自然にポツンと古民家農園カフェで新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 香取市 合資会社岩立本店 3040003003613 加工場のＨＡＣＣＰ対応・ショールーム化により老舗和菓子屋が製造卸へ進出 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社田中石油店 3040002007235 既存のＳＳ事業を集約し、コインランドリー事業へ新分野展開 株式会社エム．サポーティング

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ｃｏｃｏｌａｂｏ 3040001101105 全世代対応型レストランを起点にした地域コミュニティ活性化事業 森田　昇

関東 千葉県 旭市 株式会社高野縫製 3040001063246 アパレル業界を主体とした、サードパーティーロジスティクスへの進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社寿トランスポート 9040001094896 運送業者の物流トータルサービス向上のための倉庫業進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 株式会社梶哲商店 9011701002093 鋼板卸売事業から建設機械部品製造業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 松戸市 株式会社エスワイ・ロジステックス 7040001038830 地域の健康と交流を促進する駅前型インドアゴルフ場の運営 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 東金市 有限会社プラネット化学研究所 9040002077702 解凍するだけですぐに使える！高品質で信頼性の高い「冷凍化接着剤」の製造・販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 合同会社ｉ－ｍａｐ 6040003005689 福祉洗濯代行サービス 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 ひだまりイン ワーケーション対応型ペットと泊まれる短期貸別荘事業の開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 茂原市 合同会社Ｂ＆Ｉホームズ 4040003008693 地域活性！コロナ時代に対応したアウトドア特化型宿泊施設の運営 山田　健一

関東 千葉県 市川市 勇建 外壁洗浄から防水工事への新分野展開の挑戦 市川商工会議所

関東 千葉県 東金市 株式会社ＵＪａｃｋ 4040001090553 キャンプ輸入小売業ＵＪａｃｋによる国内内製化、製造業進出計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 エヌビー・スリー株式会社 1040001068998 ｗｉｔｈコロナ時代へ向けた野外イベント運営の為の「音響機器設営・施工」事業への事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武郡九十九里町 株式会社ＨＡＰＰＹ　ＮＵＴＳ　ＤＡＹ 3040001082056 ２４０レシピで魅力を引出す！ピーナッツ食品製造への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社芝田自動車 8040002098971 自動運転車・先進安全自動車需要増加に伴う最新エーミング機導入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 有限会社松本家具製作所 9040002102105 デザイン性に優れた内装製作に進出する生産ラインの構築 近山　寿博

関東 千葉県 成田市 成田食料株式会社 3040001043132 にんにくの元気成分を千葉から全国へ！にんにく調味料生産開始 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社東和工業 7040001084643 同業者のニーズ熟知の強みを生かした車両レンタル業への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社トップジャパン 5040001077905 業界依存から脱却！重機部品加工新規参入のためのレーザ加工における厚板切断対応とＡＩ機能活用事業 シェアビジョン株式会社

関東 千葉県 船橋市 合同会社家内喜屋ハウジング 4040003012084 空き家を活用した障害者グループホームへの新規参入 加勢　清晴

関東 千葉県 館山市 アムスホテル館山株式会社 1040001074724 リゾートホテルがプロデュースするコト消費に注目した日帰りレジャー施設事業 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 富津市 株式会社海輝 2040001053025 卸売市場依存から高付加価値商品開発と消費者直販への販売拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市稲毛区 ヘアーアンドメイクアップ　リンク 日本の和装文化の発展を目指してＳＮＳを活用した衣装レンタル・着付け業の展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 勝浦市 株式会社富士 8040002102378 「健康づくりのハブ」施設地域密着フィットネス事業 小松原　史雄

関東 千葉県 柏市 株式会社モトハシ 8040001066566 「つぶし曲げ」技術の獲得によるディスプレイ関連事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｃ・Ｂ・Ｈ 3040001044700 家族の絆を大切にする貸し切りフォトスタジオ事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 千葉県 市川市 株式会社エル光源 2011701014772 二拠点生活者向け　Ｏｆｆ　ｇｒｉｄ　ｓｅｃｏｎｄ　ｈｏｕｓｅ 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 木更津市 吉村・彩光宝株式会社 6040001052799 地域資源を活用してシニア層に特化したパーソナルトレーニングジム運営事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 四街道市 株式会社本宮自動車 4040001047446 ＡＳＶ販売とＯＢＤ車検を軸とした、新自動車領域への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 関根床用鋼板株式会社 4040001028900 縞鋼板卸売業からパンチングメタル製造・卸売業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 鎌ケ谷市 昭和工業株式会社 1040001028151 技術発展による需要の増加が見込まれる鉄骨造高層住宅建設事業進出計画 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社のうえんプランニング 5040001086600 インクルーシブ施設と既存事業の協業が相乗効果を生み出す新分野展開 君津信用組合

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社アートデコール 6040001013891 無光触媒コーティング剤の製造販売施工及び室内環境モニタリングシステムの開発 田中　裕之

関東 千葉県 香取市 株式会社丸誠 7040001102702 運送事業から大型車に特化したレッカー事業への新分野展開 銚子商工信用組合

関東 千葉県 佐倉市 創政建設株式会社 2040001049304 本格四川料理店運営による新分野展開 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 八街市 株式会社中伸産業 1040001090696 中間処理施設及びリサイクルペレット再生プラント構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社ジン・コーポレーション 2040002034412 専門店の味と九州グルメを家庭に届ける冷凍自販機と惣菜販売事業 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 船橋市 ランフロム株式会社 2040001103291 学習塾ノウハウを生かしたインターネットプラットフォーム（オンライン）教育事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社潤井戸タクシー 2040002072841 同業のタクシーや介護車両に特化した自動車整備業と既存事業とのシナジー効果 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ＡＫＹ 8040001103402 地域社会の課題解決に貢献する障がい者自立支援事業 髙橋　基貴

関東 千葉県 いすみ市 株式会社山商 5040002101960 廃棄される未利用材の活用を促進する破砕機によるチップ製造事業 房総信用組合

関東 千葉県 市川市 株式会社トウケン 8040001055833 コロナ渦で苦境のスポーツ選手を応援するオーガニックラウンジの創設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ｋｉｃｈｅｎ・ｔｏｒｉｋｉｃｈｉ２９８ 1040001042334 地域活性化を目指すコンテナハウスを活用したフードコート構築事業 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社

関東 千葉県 大網白里市 株式会社タイヨー 3040001058502 昆布等のカット技術・製造品質を活かして取扱品を拡げ日本の食文化をつなぐ 経営創研株式会社

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社コヤス 6040002004411 「住宅リフォーム」から「新設住宅建築」への事業転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社ヤオハル 5040001021466 バイオマス技術でフードロスに対応してＳＤＧＳを実現する事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ＨＡＭＢＡＹ 5040001070158 充実設備でペットツーリズム需要に応える一棟貸しラグジュアリーヴィラ建設 アアル株式会社

関東 千葉県 流山市 有限会社初東 6040002053433 宅配ノウハウを生かしたフードデリバリー事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 長生郡長生村 有限会社狩野鈑金工業所 8040002082686 業界と社会の未来を見据えたＡＳＶ対応自動車塗装・整備の実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 東金市 株式会社東精工製作所 3040001057116 大型・複雑・精密加工技術を導入し、建機用を含む鋳物部品市場を開拓 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 有限会社京葉工業所 1040002028976 鋳鉄品の吹付塗装事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 フローラデンタルクリニック 生物学的審美治療を軸とする連携医療による歯科医療の高度化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 株式会社イーストグリーン 1040001101825 ＥＣ活用による植木の通販並びにサブスクリプション方式による植木サービスの提供 株式会社京葉銀行
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関東 千葉県 旭市 向後スターチ株式会社 5040001061875 日本古来の甘味料「米飴」を製造販売する新分野展開事業 東京中小企業投資育成株式会社

関東 千葉県 印西市 株式会社菊池鋼板興業 9040001001613 デジタル穴あけ加工高度化によるコロナ対応生産プロセスへの変革 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社田志興業 1040001097122 次世代環境共生型６次産業の地域活性化事業 奈良県商工会連合会

関東 千葉県 鎌ケ谷市 Ｔ．Ｔ．Ｃ株式会社 2040001069698 建設業界の作業効率化を目指したドローン技術の導入 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社さわらび 1040001074187 日本初！国家輸出戦略特区の新市場高機能棟から米国へ輸出！ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 東原産業株式会社 4040001011864 新事業部立上げと最新鋭レーザ加工機導入による、建築資材業界への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 株式会社Ｙ’Ｓリース 7040001056741 ＳＤＧｓ達成への挑戦　中古車のレストアとＥＶ化で「脱炭素」でエコな社会を目指す 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｔｅａｌｓ 5040001107983 イベント会社がもつ組織力と技術の応用とデジタル技術を活用した橋梁点検事業への挑戦 河村　晴雄

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社オーバードライブ 6040001013504 幕張エリアに密着したビリヤード・ダーツ・室内ゴルフ・エアロバイク・麻雀を楽しめる空間「Ｗａｋｕ　Ｗａｋｕ」 木村　兼作

関東 千葉県 大網白里市 福豆珈琲株式会社 7012701015376 フルーツの酵素を用いて発酵した国産コーヒー豆のＥＣ販売「福豆フルーツコーヒー（仮称）」 木村　兼作

関東 千葉県 市川市 株式会社丸屋 5040001116596 産学連携による文具店からブルワリーへの挑戦 市川商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社石𣘺興業 1040002079367 障害者への新規事業で社会福祉の課題解決とＳＤＧｓ＃３の目標推進に貢献する 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 柏市 株式会社柏洋 5040001065562 笑顔と会話で人と人が繋がる、地域コミュニティとしてのフィットネスジム運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社ビッグワンオート 2040001050872 我が国の自動車社会を支える整備士の減少に歯止めをかけるための自動車整備工場による現場での教育事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 有限会社山平商店 1040002101106 ベトナムとの水産物輸出入を増加させる冷凍庫等敷設事業 弁護士法人みなと法律事務所

関東 千葉県 成田市 株式会社ドリームライフウエスト 2012701013434 コロナ喪失による地域資産・結婚機会を復興させる居住型コワーキング事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 旭市 株式会社ソベロフト 8020001093397 千葉名勝の絶景とアートでもてなすグランピング施設事業への大転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社エムディ企画 1040001063909 香取市を魅力のある街に！地域活性化の為の衣・食・住　複合施設の運営構築計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社マサキ工業 9040001052037 インジェクションブロー成型による再生ＰＥＴ容器を活用したオーガニック市場への参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 我孫子市 鈴木ダクト工業有限会社 9040002092742 地域資源を活用した自然×農業×職業×ＳＤＧｓの複合型体験事業 松井　立朗

関東 千葉県 佐倉市 アルカス合同会社 3040003010584 コロナ禍で医療格差が進行する医療過疎地域への訪問看護参入事業 尾﨑　素之

関東 千葉県 佐倉市 株式会社韓美 5040001083606 老舗焼肉店の味を商品化、販路拡大事業 佐倉商工会議所

関東 千葉県 市川市 ツチヤ自動車株式会社 3040001026921 次世代型アフターサービスの開発と新型コロナからの経営のＶ字回復 安達　隆久

関東 千葉県 柏市 吉田商事株式会社 8040001091812 日本製の釣具輸出業から自社釣具の販売業及び倉庫業への転換 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 南房総市 株式会社戸倉商店 1040001074451 台風被災の古民家再生！サウナ・露天風呂付宿泊施設で新規開業 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社松本工業 3040001073583 総合建築業からリユース・リサイクル品販売事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 株式会社ユタカ商事 2040001019026 「ディーラーからメーカーへの転身！」磁気を活用したリハビリ用医療機器の製造販売（輸入）事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社フルハシ商事 5040001071866 建設業から「廃棄物減容化プラント」開発・製造・販売事業へ 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社芝野オートサービス 5040002059547 業務の可視化によるクリーンな車検・整備体制の獲得 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社エーピー 6040001057055 プライベート性重視の「グランピング＆貸切サウナ事業」への進出 井上　拳

関東 千葉県 いすみ市 プレジャーガーデン＆リビング株式会社 5040001075396 国内最初期のサーフィン文化を伝える、アイスクリームショップ 紀平　祐希

関東 千葉県 印西市 株式会社日本サイト 9040001044736 ドライフルーツ事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 野田市 ワイケーケーシー株式会社 6040001072293 機械設備の導入と運送業務の掛け合わせで売上安定化と地元雇用の創出へ 税理士法人猪股会計

関東 千葉県 市川市 株式会社ＦＲＯＮＴ 2040001031641 多様な素材と加工を熟知したアパレル仕上加工業が挑む富裕層向けニットアイテム製造 東京東信用金庫

関東 千葉県 印旛郡栄町 株式会社河内金属 2040001045518 精密加工技術の習得による精密板金事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ＹＯＬＯ 1040001099845 サーフィンのメッカ一宮町だからできる統合型ペットリゾートの設立事業 房総信用組合

関東 千葉県 柏市 株式会社茶の八 8080101001114 地域初、ペットの本格的なエンディングサービスの立ち上げ 税理士法人　古田土会計

関東 千葉県 木更津市 ＡＩＬＥ　ＧＬＯＢＡＬ　ＡＵＴＯ 水性塗料に対応した輸入車メインの鈑金塗装事業及びオートバイのレストア・ＤＩＹ用作業スペースの提供事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社豊富機械工業 7040001022537 半導体・産業ロボット向けの高精度、大型製品の製造 東京東信用金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社瀬谷塗装工業 8040001003767 電解水及び環境機器による衛生環境市場に新規進出 セブンセンス税理士法人

関東 千葉県 南房総市 大五郎建設有限会社 4040002100443 創業の地で再び花を咲かす。創業３３０年の宮大工と東京のデザイン系建築会社による古材の活用プロジェクト 館山信用金庫

関東 千葉県 八千代市 株式会社アオキプランニング 3040001020429 経営基盤の強化と従業員の雇用維持を実現するための決意の取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＦｏｏｄｉａＡｒｋ 8040001116965 発酵自然食を活かした飲食店、アカデミー、スタジオへの事業転換 房総信用組合

関東 千葉県 いすみ市 株式会社越河建材 3040001102482 廃瓦を園芸用土に再生、コロナ禍で伸びるガーデニング市場へ進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社フラワー商会 4040001018612 ２４時間受渡しロボットで非接触に特化した洗濯代行サービス 東京東信用金庫

関東 千葉県 柏市 千葉機械工業株式会社 1040001068503 高機能医療用シート製造装置設計製作への新分野展開 柏商工会議所

関東 千葉県 長生郡白子町 有限会社ホテルニューオーツカ 4040002080446 遊休設備の最大限活用で、団体客専門からワーケーションの個人客を取り込むホテルへ転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 吉岡茶房 手賀沼公園内でのテイクアウト専門カフェへの業態転換 太宰　真澄

関東 千葉県 佐倉市 株式会社常磐植物化学研究所 4040001046976 福利厚生サービスとしての健康経営サプリ販売と自社ハーブ園を活用した飲食事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社正和物産 2040001074194 立寄型ドライブイン事業から観光目的地型の複合競合施設（ＫＡＭＯＧＡＷＡ　ＢＡＳＥ）への新事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 流山市 有限会社かねき家 3040002051332 ウィズコロナを乗り越えポストコロナへの新たなる料理屋のかたち 流山商工会議所

関東 千葉県 野田市 有限会社アラ電気 1040002096560 地域に根差したトレーニングセンター開設による新分野への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 有限会社花摘 9040002091190 生花が映えるオリジナル家具・雑貨の製造販売事業 水谷　弘隆

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ＰＬＵＳＫ 9040001087974 セントラルキッチン体制の確立と物販事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 木更津市 関東自動車工業株式会社 9040001050437 公設市場内で新鮮な食材をつかった飲食店を出店する新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アバンダントライフ 6040001072855 地産地消で食を取り入れたコロナ渦でニーズのあるヨガリトリート事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社丸山工務店 7040001014765 グランピング施設運営による体験型宿泊サービスへの挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 野田市 株式会社風見 4040001072386 生コンクリート残渣（残コン・戻りコン）リサイクル事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 ＭＯＮＫＥＹ半谷亮太 地元の素材を活かしたコース料理を楽しみながら宿泊できる！海の見えるオーベルジュ事業の開始 塩津　友輝

関東 千葉県 千葉市稲毛区 トクシ株式会社 9040001014053 金属破砕処理工程を加えることによる事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 安信建設株式会社 8040001025431 無人チェックイン可能な非接触型安心グランピング事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 香取市 合資会社羽生惣吾商店 1040003003680 国際輸出規格対応の中食市場向け小ロット・無洗米専用加工ラインの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 株式会社住工房スタイル 5040001046380 最新のＩＴ技術により工期１ヶ月の革新的な注文住宅を全国に展開！建築ＤＸによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 千葉県 成田市 ピッツェリア　ポジターノ 外食厨房から中食対応型厨房へ再構築　ＤＸ躍進による販路拡張図る 佐原信用金庫

関東 千葉県 八千代市 なりせん有限会社 9040002029819 地域の障害者に不稼働施設を活用した放課後デイサービスの提供 東京東信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 マルシン興産株式会社 9040001007156 青果の無加工品卸売から、加工品卸売・廃棄処理の川下事業への進出 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 千葉県 君津市 株式会社大都商会 5040001052362 ＡＳＶ設備に対応したテクニカルセンターの開設 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社いまでや 2040001000695 日本酒のエイジング事業で新たな酒市場を創出する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 新空港総業株式会社 6040001043369 好立地の強みを活かし体験型のオートキャンプ場を新規開業します。ＥＣ連携も行いリピータ獲得に注力。 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 南房総市 ＣＡＮＥ　ＢＩＡＮＣＡ 地域初！ワンちゃんと絆を深めるアジリティ対応型貸別荘事業への進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 銚子市 株式会社飯田商店 9040001061970 鯖の漁獲量日本一を誇る銚子市の「日本一大きいしめ鯖」で地域ブランドづくり トライアローズ税理士法人
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関東 千葉県 木更津市 有限会社新栄産業 6040002066823 自宅環境整備ニーズに対応する内装リフォーム、家具インテリア業への参入 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 松戸市 有限会社明昇工業 4040002053278 観賞用メダカの育成養殖及び養殖用資材販売事業 税理士法人メディア・エス

関東 千葉県 鴨川市 株式会社ニュー小湊ホテル 9040001074551 『新たな高級洋食料亭造設と客室の高付加価値化による「オーベルジュ」の構築』 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社志学書店 9040001003064 医学専門書店による医学部受験生向け学習塾経営への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社寿々木 3040001054096 老舗うなぎ料亭・割烹料理店の変革 特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート

関東 千葉県 佐倉市 株式会社黒澤製作所 6040001048517 管工事業からダクト製造業への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社東セン貿 7040001054340 『活物＝東セン貿！』から食品加工業への新たなる挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 柏市 岡本硝子株式会社 2040001065334 ゼロエミッションを実現する高機能放熱基板の製造（新分野展開） 東京東信用金庫

関東 千葉県 四街道市 株式会社キヤット 8040001047244 老舗フォーマル子供服メーカーのＳＰＡ企業への転換服小売事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 江東区 ｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4120001206662 特殊選別設備を用いた土地改良用土砂製造システムの提供 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｄｅｒ　Ｌａｂ 2011001114926 フードデリバリーにおける注文一元化管理ツールの提供事業 竹本　和将

関東 東京都 千代田区 ６００株式会社 9011001116726 自販機業界のＤＸを支援するＡＩ及びデジタルプラットフォーム事業 市原　薫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブロードエッジ・リキュエール 4011001101410 最新デジタル活用でワイン嗜好分析と革新的ワイン販売方法の確立 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社グラフ 4010401120961 データサイエンス研修動画コンテンツの開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＳＬ 5180001137827 ＡＩ機能搭載の声優育成ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム開発によるデジタル教育革命 株式会社キクチカラ

関東 東京都 世田谷区 マイヘルシークッキング アレルギー対応ができる「個食」ケータリング事業への転換 長谷　有希央

関東 東京都 板橋区 株式会社ＫＤＭ 9011401020098 人と地球に優しいカフェ計画　ｆｒｏｍ大山 青木　正典

関東 東京都 墨田区 株式会社コトブキ 2010601011970 ＩｏＴカットマシン導入による紙製立体造形物オーダー品製造事業 朝日信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ビューレックス 4011701011966 琉球ヘナ・もずく入りオーガニックＰＢ商品の企画販売と美容師の働き方改革シェアサロン開設 経営創研株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社クルーズカンパニー 1011101062935 ＡＩを駆使した疑似内見システムのクラウドサービスでの提供 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 有限会社エイチアイディ 9011002035735 海の魅力を伝える新たなアウトドア製品開発による新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ちるどれん 2011001098558 那須町における「栃木の全てを感じることが出来る貸別荘」の展開 齋藤　泰行

関東 東京都 目黒区 株式会社えにしんぐエンターテイメント 8010901031960 芋スイーツ製造販売・芋焼酎企画販売による新分野展開を図る 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社クリスタルインターナショナル 8021001002843 ＩＴ・デジタルを積極活用した結婚式場再生支援の新事業展開 かながわ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社デコレーションカンパニー 4010001163353 アプリで注文できるオーダーメイドパンプス販売へ新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 魚見茶寮 ＤＸ化と人材育成を主軸にコロナ後の収益化を見据えた創作ずし事業計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 リアシス株式会社 9010001184246 軽度の発達障害児童に、その子の特性にあった発達支援を行う療育事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 一般社団法人芙和せら心理研究所 5010005027347 ＜健康長寿のお花遊びサロン＞の為の花＊コミュニケーター養成 辻　孝生

関東 東京都 千代田区 株式会社グローバルキッチン 1010601049707 ウイズコロナの時代にマッチする「おひとり様ビストロ」の新分野展開 安川森平

関東 東京都 練馬区 アルビレオ株式会社 6011601016997 コロナ時代に対応した、密を避ける女性向けの癒しと独立支援 税理士法人つなぐ

関東 東京都 青梅市 ホットマン株式会社 3013101003941 自社一貫生産と直営店販売で磨いた高付加価値タオルのＯＥＭ事業展開 青梅商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社夜明け前 4012301007883 セントラルキッチン開設と配達飲食サービス事業のブランド展開 Ｔ＆Ａ税理士法人

関東 東京都 千代田区 自動化ファクトリー株式会社 1010001197040 高等学校情報科支援事業 大畑　智宏

関東 東京都 目黒区 デザインディッシュ株式会社 9011001101133 シェアキッチンスペースと原材料にこだわった自然派カフェの展開 安里　匡平

関東 東京都 台東区 株式会社清助刃物 4010501044870 ステイホームで需要高まる主婦向け職人包丁の販売計画 齋藤　由宇

関東 東京都 新宿区 ＬＵＣＥＮＴ　ＭＡＲＴ株式会社 5011101064168 ハラル食肉処理施設開設および　ＥＣ・卸売業の立上げ 森　憲一郎

関東 東京都 青梅市 ｏｎｅ　ｔｈｏｕｓａｎｄ 青梅市におけるアウトドア商品を併設したカフェ事業への転換 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 株式会社クリエイトオポチュニティーズ 1011001129371 スポーツ教室業界に特化したアプリで業種転換して事業を再構築 須永　達也

関東 東京都 世田谷区 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ ＤＪパフォーマンスを増やす為のスクラッチ専用サブスクリプション型アプリ 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＡＲＣＲＥＥＤ 6010401137120 Ｏ２Ｏシステム開発による顧客とアパレル店舗とのＥＣビジネス強化事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 墨田区 合資会社伊勢元商店 5010603002040 廃業した名店の名物メニューを蘇らせる「復刻酒場」のオープン 米倉　徹

関東 東京都 調布市 株式会社サンクリーン 6012401007749 安心・便利！地域初！「２４時間無人対応クリーニングサービス」を新規立ち上げ 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジャパンホリデー 6010901017672 日本の伝統芸術を提供する、地域のための文化を伝え合うコミュニティーサロン事業の展開 伊藤　文彦

関東 東京都 新宿区 有限会社アルティマ 1011102028753 地域蜜着型の高価買取専門店 辻　泰崇

関東 東京都 立川市 株式会社歯車 3012801019280 ウィズコロナ時代に対応した立ち飲みハイテク酒場への新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＥＬ　ＪＥＷＥＬ 3010401087995 美と豊かさを提供軸に高品質コスメ関連商品販売へ新事業展開 稲葉　隆治

関東 東京都 中野区 株式会社えんぶ 3011201013290 演劇に特化した「作り手」と「観客」の相互交流情報サイトの開設 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社フードパートナーズ 8010901046307 飲食コンサル事業から陶磁器販売事業への業種転換 鈴木　康一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社センスオブワークス 8011001060371 雑誌（ヴィジュアルブック）の企画・制作・出版・販売、発行に伴う関連商品の販売 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 有限会社太陽スポーツマーク 9010602012160 刺繍・プリント・カットマークの内製化・高付加価値化・生産性向上 山川　博久

関東 東京都 豊島区 有限会社ピー・スマイル 3013302013830 多目的移動販売車を活用した出張販売 羽根川敏文

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＬＯＲＩＭＥＲ 3010901043457 小規模イベントの実施サポートや動画撮影等の包括的サービス提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＮ　ＥＡＳＴ 9011102024464 酵素浴を中心とした温活サロンへの新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 日廣薬品株式会社 4010901009234 自社ＥＣの新規開設と大容量のＥＣ販売専用品の製造 菅野　浩司

関東 東京都 武蔵野市 株式会社テラ・エステート 2012401023031 赤外線カメラ付ドローンによる小規模マンション向け外壁診断サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 練馬区 有限会社武蔵野クリーニング商会 2011602009806 無添加生餃子のＦＣとして冷凍生餃子のテイクアウト事業を展開「無人販売・２４時間営業」 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ジュンジュン 5010501041520 テイクアウト唐揚専門店への一部改装により収益の多角化を実現 齋藤　義美

関東 東京都 練馬区 株式会社青天井 5011601021503 プロから直接受講可能なオンラインスクールプラットフォームの立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 アミエージェンシー株式会社 1010001104681 プロジェクト型オンラインサロンによるアイドル育成事業 佐藤浩史

関東 東京都 渋谷区 デザイニト株式会社 9011101057003 ３Ｄプリンタによるデザイン性が高い間接照明の少量多品種生産 塩津　友輝

関東 東京都 中央区 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　Ｙ’ｓ 9010001160437 シェアオフィスと美容の連携で新分野展開して事業再建築します！ 柏崎　裕介

関東 東京都 千代田区 有限会社浅野産業 9010002006795 クリーンな社会と地域を目指して　蓄電池レンタル事業 株式会社北日本銀行

関東 東京都 町田市 株式会社築 6012301007130 中古品の買取専門店を開店しリユースビジネスを展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 港区 株式会社カンブリア 4010401152658 誰もが知っている名曲を使用した動画制作ワンストップサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 株式会社日商リンクス 4011401017743 インターネット・ライブコマース（ライブ放送による商品販売） 巣鴨信用金庫

関東 東京都 東久留米市 株式会社カノウプス 4012701003961 コロナ禍における収益率向上に向けたレストアリユース事業構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＥＳＣＡＬＥ株式会社 6010701035395 あたらしい巣ごもり消費製品のＥＣサブスクリプション販売事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 千代田区 株式会社クラフトマンズ 7010001164448 ハレの日・企業宴会需要の「海老バル」から　日常使い・持ち帰り可能の「焼き鳥屋」への転換による新規プランの開設 山本　哲郎

関東 東京都 足立区 株式会社ヤング 5011801012632 ＯＥＭ依存に向けた新店舗開設による自社ブランド製品の拡販 城北信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社日本教育情報センター 5012401001265 教育支援サービスの提供方法の転換～対面集合型からオンラインによる非対面型へ～ 互野　豊弘

関東 東京都 杉並区 株式会社つな八 1011301017821 セントラルキッチン機能を備えた、テイクアウト・ディバリー事業メインの天丼新事業展開 西武信用金庫
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関東 東京都 新宿区 株式会社ｉＳｔｙｌｅ 6011001066890 式場関係者と挙式者を「ＤＸ化」で繋ぎ結婚式・披露宴を円滑にできるようにする 長谷　有希央

関東 東京都 葛飾区 イタリアンダイニング　ベーネ 巣ごもり需要で増える愛犬家向けのトリミングサロン・ペットホテルの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 杉並区 有限会社翔耀 2011302015261 こだわりの本格冷凍ラーメンの製造・販売 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 株式会社日本珈琲販売共同機構 3010901008955 クラフトチョコレート生産工房を併設した新業態カフェによる事業再構築 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＶＥＲＯＭＡＮ 1011001107294 パーソナルトレーニングジムの設立 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 鈴木ピアノフォルテ ピアノの調律方法をプロの調律師が伝授するピアノＤＩＹサービス 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ 5330001018375 『海外投資に活きる英語』に特化したオンライン英会話教室 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 有限会社ドラゴンＺＯＥ 9010402035080 コミュニティ構築の場となるデジタルプラットフォームの構築 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 練馬区 株式会社ドリームファクトリー 8011601022671 自動販売機をＢ２Ｂ卸売業からＢ２Ｃ小売業「ど冷えもん」に変革 飯泉　悟

関東 東京都 文京区 有限会社トップ・ラン 5010002004282 日本初、アートとフィギュアを世界へ発信するＶＲギャラリーの構築 伊藤　文彦

関東 東京都 新宿区 新宿株式会社 5011101058021 宿泊事業からカフェ＆不動産事業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 府中市 株式会社ビジュアルコーチ 7012401025948 オーダーメイドのゴルフウェア・小物アクセサリーへの新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 Ｌｉｔｉ　邊土名　沙織 感染対策が徹底された完全個室型、痩身と脱毛の同時施術が受けられる男性専門サロンの開始 塩津　友輝

関東 東京都 江東区 亀戸ぎょうざ株式会社 5010601000335 急速冷凍装置を導入した冷凍餃子の製造及びそれに伴う販売方法、販売ルートの多様化 八重洲税理士法人

関東 東京都 世田谷区 特定非営利活動法人日本スノードーム協会 7010905001696 動画付きサイトで一般消費者・ワークショップ参加者へのスノードーム販売 保田　圭祐

関東 東京都 江東区 株式会社自分ＬＰ 2011501022868 北海道の不揃い野菜を使った食品の開発と商品化及び販売について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブーム・メディア・コミュニケーションズ 4011001046449 ＢＯＯＭプロデュースプロモーション専門カフェ経営運営事業 大谷　洋

関東 東京都 八王子市 ＳＯＡ　Ｊａｐａｎ合同会社 8010103001333 地域の障害者を支える放課後等デイサービス提供企業への業種転換 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ラティーノ 2011001014267 オンライン・ツアーを利用した企業研修プログラムの開発 エー・アンド・パートナーズ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社オカモトヤ 1010401006180 女性活躍・ジェンダー平等を推進しＳＤＧｓに貢献するフェムテック事業 桜内　文城

関東 東京都 東村山市 株式会社アッパーハウス 1012701010424 居室空間を利用してお子様同伴でお母さんを輝かせたいｐｒｏｊｅｃｔ～コロナ対策脱毛サロン～ 飯能信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社フィジィカルリフレッシュ恵和 8011102015183 業界初！「ＬＩＮＥとの連携が可能な整骨院／鍼灸院向けの顧客管理システム」の開発及び運用 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 渋谷区 一級建築士事務所クリストファーズ株式会社 3021001055466 感染対策を徹底し地産地消を促進する別荘感覚の飲食店への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 清瀬市 株式会社クイックキャット 9012701015168 給湯器緊急対応業務への参画 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920 眼鏡店が本気で考えた　眼鏡を売らない　眼の健康維持サポート事業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社バンブック 6010701021965 ライフスタイルを提案する出版業界への進出とリアルとの融合事業 大谷　洋

関東 東京都 新宿区 国際技術サービス株式会社 6011101037107 都内で安心且つ気軽に楽しめる屋上型グランピングＢＢＱ店の運営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社ＩＮＩ 8010801030600 国内食肉産業を応援！究極の豚肉を使ったトンカツと飯テロＷｅｂサイト 河村　晴雄

関東 東京都 板橋区 有限会社徳兵衛 2011402006441 全国の名産品を高機能な自動販売機で２４時間販売することによる非接触の実現 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社ＬＵＲＡ　Ｄｅｓｉｇｎ 8010403026567 子育てライフハック×コミュニティ　ＷＥＢブラウザアプリの開発・運営事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ヴォイスグルーブ ボイストレーニング拡大の為の次世代型レンタルスタジオ開業計画 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 ファーイーストマン株式会社 7010901028248 ライブ動画配信・動画アーカイブ制作 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ヌマタデザイン・アソシエイツ 1013301023551 ＶＭＤ手法による空き家対策コンサルティング業への展開 神山　貢

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＵＳＥＹ 2010901027485 地域密着型の健康志向ニーズに対応した甘酒カフェへの新規参入 坪井　亮

関東 東京都 港区 ルセット・ナイン株式会社 2010401108315 陳列中も鮮度保持する画期的な食品冷蔵ショーケースの新開発 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＢｅＷｉｎｇｓ 3012401033995 アスリートを支援する遠征型ボディケア事業への事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 久隆国際貿易株式会社 6030001059449 飲食のライブ配信により料理教室事業へ展開 田島　清二

関東 東京都 国立市 株式会社ＡＢＣ 6012401010091 ファッション提案ができる中古ブランドバック、衣料などのレンタル事業 木村　健一郎

関東 東京都 新島村 有限会社紅谷 6010002052693 家族連れが安心して楽しめる一棟貸し切りの宿泊施設事業 内藤　義光

関東 東京都 江東区 株式会社ヴァンス 2010601036084 フォトウェディング事業への進出により売上のＶ字回復を図る。 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 目黒区 日々喜 アフターコロナを見据えマルチなサービスを提供する飲食店及びセントラルキッチン事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江戸川区 ベストウイングテクノ株式会社 9011701000270 食から住に彩を！「スチーム食パン」によるライフスタイルの提案 株式会社京葉銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジャパンデントーコーポレーション 2010501033347 「酒器にあう酒」「酒にあう酒器」ＳＡＫＥの海外販路開拓支援事業 アンパサンド税理士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社バチスカーフ 9010401152430 カスタマイズのできる健康志向の練り込みうどん店を新規出店 魚谷　康行

関東 東京都 中央区 株式会社テーブルクロス 8010401112716 日本の小規模農家・食品製造業者と世界を繋ぐ「越境ＥＣ」の新規開発 森山　敏雄

関東 東京都 千代田区 Ｇａｌｌｅｒｙ　ｎｙｏｚｅ株式会社 9010001196118 「日本発、現代抽象絵画」のダイレクトマーケティングによる新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ソラプラピクチャーズ合同会社 9011003010448 動画ライブ配信に対応した撮影・編集スタジオの開発と運営 甲府商工会議所

関東 東京都 江東区 修美堂株式会社 1011701004056 ＤＸ技術の活用で出張型の「ＩＴ便利屋」事業への新分野進出 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 江戸川区 株式会社畑岸 8011701006467 社運をかけて生活関連サービス（便利屋）事業への進出！ 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 Ｚｅｒｏｎｉｔｙ株式会社 8011001119473 起業家志望の学生を活用した、中小企業向け新規事業支援サービス 塩津　友輝

関東 東京都 葛飾区 Ｆｌａｓｈ脱毛．ｃｏｍ 脱毛サロンから歯列矯正シュミレーションのオンラインシステム運営事業への転換 森　憲一郎

関東 東京都 品川区 株式会社アースケア 4013301044248 有料老人ホーム向け出張消毒サービス 塩津　友輝

関東 東京都 大田区 合同会社小江戸倶楽部ヘルスツーリズム 9010803002068 インバウンド遠隔医療オンラインサービス提供 東京商工会議所

関東 東京都 北区 スチームレストランマルタ 中古厨房機器特化型のマッチングアプリ運営 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ラピタジョイエイト 4122001027394 コロナ禍で避難所から在宅避難へ！　今までにないデザインで在宅避難グッズの自社ＥＣサイト販売 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 モンテ ランチの廃止と高品質冷凍イタリアン惣菜のＥＣサイト販売の開始 大坪　要

関東 東京都 千代田区 キャピタル＆イノベーション株式会社 4010001156101 統合型リゾート業界における交流マッチング・プラットフォーム 興産信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社マンデラ 2010001097735 プライベート英会話スクールとリラクゼーションサロンの新展開 中居　広行

関東 東京都 台東区 株式会社ＪＣＩ 6010501037154 多国語ＥＣサイトを立ち上げ、人気のある特産品等を日本＆海外へ 金﨑　卓也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲ８８８８ 8011001057599 Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＵＳＡの高品質でサステナブルな商品の卸販売 魚谷　康行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｗ＆Ｗファクトリー 7011001119160 最新鋭の調理マシンを備えたセントラルキッチンで大量生産を実現　法人向けデリバリーへの新規参入で売上回復を図る レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 荒川区 株式会社品学教育学院 6020003011243 中国人留学生の大学入試を支援するオンライン学習塾『日留課堂』 小松原　史雄

関東 東京都 中野区 有限会社アンカー 9011202000183 完全一棟貸しのプライベート空間を提供するグランピング事業 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 ハイファイブエージェント株式会社 5010001187574 美容室・理容室向け、顔認証ＡＩを活用したデジタルサイネージ事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社クミタテ 4010401101409 「地方情報一元化システムと地方の店舗管理システム」を実装した地方の魅力発信サイトを構築・運営し、売上向上につなげる 青野　雅恵

関東 東京都 小平市 株式会社旭フーズ 2012701000044 外食専門卸売業者が選ぶ食材を直接販売できる自動販売機の設置運営 鎌田　竜彦

関東 東京都 世田谷区 Ｔｅｎｄｅｒ　Ｌｉｖｉｎｇ株式会社 3010901028821 本格的なカクテルとこだわりチュロスの移動型バーによる新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 西東京市 合同会社ビーンツリー 6012703001573 コロナで窮地の海外旅行カタログ制作会社がキムチ生産に業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 目黒区 Ｌｔｄ． 「ものづくり」と「仕事」を繋ぐ、地域ポータルサイト『組み立て』の運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 平井政俊建築設計事務所 ポストコロナの地域課題を解決する建設リサーチ業への新規参入 髙司　浩史

関東 東京都 日野市 合同会社エヌエイド 1012803002294 送迎付き夜間学童保育事業 東京都商工会連合会
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関東 東京都 千代田区 株式会社シフト 6010001019792 健康経営・ＳＤＧｓを推進する革新的な福利厚生・お米ＥＣ販売サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ　ＣＬＯＵＤ 6011501023581 目指せ次世代インフルエンサー。Ｚ世代のインフルエンサー育成事業 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 練馬区 合同会社ハヤザム 1010403007697 指導・サポート付きシェアオフィスサービス 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社誠晃印刷 1011101010828 「矢板温泉」の活用と高付加価値の建物型グランピング施設設置 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 ダイヤモンドクラフト有限会社 2070002022190 不動産業界における業務効率化システムの開発及び運営 佐々木　康貴

関東 東京都 足立区 株式会社東昌教育企画 3010001023871 新品・中古福祉用具販売、施設等で使用する消耗品・備品・什器販売 税理士法人及川会計事務所

関東 東京都 八王子市 株式会社アイエムプランニングオフィス 4013101001622 飲食事業でのノウハウを生かしてパンの製造・販売事業へ新展開 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 華ハナヘアーデザイン お好み焼き＆たこ焼きテイクアウト新事業への思い切った業種転換 櫻井義之

関東 東京都 中野区 ＭＡＫＩＲＯＢＩ ＭＡＫＩＲＯＢＩ玄米コーヒーの製造及びＭＡＫＩＲＯＢＩカフェ・ＥＣサイト開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社グランデックス 5010001081918 「アウトドア×防災」のオリジナル商品販売でＤ２Ｃビジネスへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 合同会社ｄｏ－ｓｉ 9010603007515 ＥＣサイトを利用したアパレル直販事業への進出について 河合　翔太

関東 東京都 中央区 ブエナデザイン株式会社 4010001136227 繁盛店の設計・運営ノウハウを活かしたコワーキングスペース開業 税理士法人アイム

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＤＥ　ＴＯ　ＯＲＤＥＲ 5010901041764 アートポスターのサブスク提供サービス展開による企業・地域活性化貢献 経営創研株式会社

関東 東京都 豊島区 はむら企画 葬儀業の接客スキルとこだわりの「炭火焼き専門飲食事業」 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社Ｍｙ　Ｐａｌａｃｅ９９ 5010401119846 テニスの早期上達を図る対面×オンラインのテニス学習の導入、集中養成クラス開設を目指す。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 台東区 ＳＯＬＩＳＭ株式会社 9010001124078 日本のものづくり技術を活かす、ＭａｄｅｉｎＪＡＰＡＮ珈琲焙煎機の開発 笠井　郁央

関東 東京都 江戸川区 東京ドミニカ株式会社 7011701015295 凍眠技術を活用した高品質スープカレー・鴨料理の通販展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ダイレクトサーチジャパン 8010001114162 配信スタジオ併設プログラミングスクール事業 ＣａＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 マスタースタジオ株式会社 9011001065535 北参道アジアンカフェ事業計画 西京信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ａｔａｒｉ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 9010701026532 自社初のコーヒー豆焙煎事業により仕入からコーヒー提供まで一貫体制の構築 立山　智子

関東 東京都 杉並区 株式会社インクリース 8011301013533 伝説のカレーショップ「ボンベイダック」復刻による事業再構築 猪本　浩二郎

関東 東京都 豊島区 Ｃｈａ　Ｂａ　Ｎａ 店舗改装・設備導入による東南アジア惣菜・食材への新分野展開 土井　康二郎

関東 東京都 渋谷区 ＮＶＲＭＮＤ株式会社 4011001108579 スケートボードに特化したアパレルブランドの立ち上げ 河合　翔太

関東 東京都 足立区 株式会社ｓｕｚａＨ 4011801037003 フランス料理人が手がける創作パンの店舗外販売の開始 足立成和信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社トーキョーアート 9010601032069 地域活性化に向けた商品開発・基幹施設の運営による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｅｋｉｍａｅｎ 6013201016527 他企業と差別化する自社広告による電子書籍化事業 丸山　達也

関東 東京都 江東区 Ｉコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 6010601047029 リモートワーク需要獲得のための光回線事業の開始 坪井　亮

関東 東京都 杉並区 ＰＵＦＦＩＮ株式会社 1030001034332 音楽事務所及びサテライトスタジオ設立事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社アイサイトテクノロジー 9011101081044 ＡＩを活用した経営世予測システムを開発し未来戦略構築を支援 仙波　洋平

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｗ・Ｔ・Ｃ 7011101042196 スイーツ・調味料セントラルキッチン新設事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＬＬＷ 3011001125699 ハウスケアのトータルサポート！保険調査とハウスクリーニング！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

関東 東京都 中野区 ナオ株式会社 5011001093548 インターネット広告動画市場におけるアニメ・ＣＧ・３Ｄ映像制作 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社ＺＥＮ風土 8010401064503 オンラインコミュニティを活用した飲食店向け商品開発・販路拡大支援事業 柳澤　宏之

関東 東京都 台東区 トワフィス株式会社 7010501042351 ケトジェニック「スイーツ」の冷凍食品開発によるネット販売展開 特定非営利活動法人エヌピーオービジネスサポート

関東 東京都 北区 株式会社ネオミック 4011401021183 人を活かす経営哲学を基に、建築内装業から飲食業への「新分野展開」の挑戦 森藤　啓治郎

関東 東京都 練馬区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｅｘｔｅｎｄ株式会社 7011601025667 ドッグカフェ＆トリミングサロンを開業 青山税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｒｉｌ 6010001100684 “２．５次元舞台”演劇の制作とプロデュース事業への転換 岡本　崇志

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバ 8011001102165 ＩＴの専門家集団が挑む！建設業界に特化したＤＸ支援コンサルティング 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 荒川区 株式会社ミチスウ 9011501023678 ゆりかごから旅立ちまでお手伝いする、ペットとのお別れ（火葬）サービスの開始 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社マリンハウス 2011001022410 スンドゥブをメインとする韓国料理店出店事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社坂谷工業所 3011801008070 売上のＶ字回復に向けた、半導体製造装置部材の生産体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 大田区 株式会社タツノコーポレーション 9010801025830 フィットネス事業から美容事業へ転換による商業施設テナント出店 目黒信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社米村 8010001060002 東京銀座の地域文化をデジタル化しコンパクト体験による新たな観光事業化 Ｅｂｉｓｕ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 東京プライベートオフィス株式会社 9011001104490 特設サイトを活用したオンライン不動産売買仲介事業 椿　祐輔

関東 東京都 小金井市 さんご商店 地元出身デザイナーによる奄美群島の特産品の店舗開業 荒井　幸之助

関東 東京都 東久留米市 みずたま整骨院 治療家兼発明家が考案した、デスクワークに最適な姿勢制御の発明品の製造販売事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 株式会社ＦＢ 6011001069992 雇用の維持と拡大を図るタルト専門店「ｔａｒｔｌｉｅｒ」の新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 スマートアクシス株式会社 3011001122085 マッチングアプリ「コイサポ」の開発と運営 伊東　修平

関東 東京都 千代田区 ＡＴ　Ｌｉｎｋａｇｅ株式会社 1010001167571 ライブ動画配信、映像編集のオンライン受注システムの新規開発 佐久間　達也

関東 東京都 多摩市 株式会社ジェイティーエス 7013301022300 当社の顧客基盤を活かした携帯修理業の展開 野竿　健悟

関東 東京都 西東京市 株式会社Ｎｏｖａ　Ｆｏｒｅｓｔａ 7012701013462 サプリメントとパーソナルジムでプロアスリートのノウハウを伝授 ウィズ経営コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＩＣＨＩＥ　ＪＡＰＡＮ 2010401133866 賃貸物件マッチングサイトの運営による仲介業務 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 江戸川区 和歯科 インプラントの機器を導入し、インプラント市場でＶ字回復を狙う︕ 長谷　有希央

関東 東京都 立川市 株式会社メディア・ソリューション・センター 8010101008941 求職受付、面接から採用、研修までをＩＴ化させる人材採用システムの展開 安達　曉宏

関東 東京都 新宿区 インラボテックジャパン合同会社 6011103007685 非接触でＳＤＧｓに取組む飲食店おまちどうダイニング 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社漫画家学会 4011001057025 紙芝居イベントのオンライン配信サービスの展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 大田区 ＨＩＰＲＯＪＥＣＴ 地域食材を活かした健康に優しい和風ベーグルサンドテイクアウト 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＭＰＣ 8011001044597 事業再構築のためのアートギャラリー事業への新分野展開 河合　翔太

関東 東京都 江東区 株式会社ユニバーサル・ダイニング 2010601052429 「旧き良き昔ながらの焼肉文化の継承」を独自オペレーションで行う新事業展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 葛飾区 株式会社アズ 9011801017917 整骨院が開設する機能回復訓練特化型デイサービス事業の展開 亀有信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社住吉プレシジョン 9012401007960 首都圏の町工場が頑張る！研究機関の要望へ対応する精密加工の新製造ライン構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 墨田区 株式会社大川硝子工業所 1010601008943 使用済みガラスびんを原料としたリサイクルガラスコップの開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ＥＱ 8010001169339 笑顔をつくり、地域に貢献することでメンタスヘルスを改善するアプリの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社内山 2011801006216 刺繍機械導入による事態転換計画 奥山　猛夫

関東 東京都 千代田区 株式会社オックスフォード・インターナシヨナル 3010001013261 放置梅林を活用した無農薬・無添加梅加工食品の　ＥＣ　販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 株式会社大重工業所 3010501001955 インターネット生物図鑑と図鑑アプリケーションの運営及び学術標本の販売 加藤　敦子

関東 東京都 八王子市 株式会社ＴＹＲＡＮＴ 8010101010567 クリエイティブコワーキングスペース 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 葛飾区 自家製麺うどん五葵 地域密着のうどん店がクレープ販売でポストコロナ・ウイズコロナの街を明るく元気に！ 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 足立区 株式会社ハルバード・フィールド・エージェンシー 6011801027480 家族＆友人と楽しめる抗菌塗装を施した無人インドアゴルフ事業 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社アーク教育システム 6010401000419 結婚相談所事業進出による事業再構築と晩婚化・未婚化・少子化等の社会課題解決への貢献 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社ＬＯＮＧ　ＲＯＡＤ 4013201016082 がっつり系蕎麦店の展開により地域にイノベーションを起こす取組 株式会社千葉銀行
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関東 東京都 葛飾区 株式会社カネキ 1011801001003 従来の海水魚専門問屋からＥＣプラットフォームを活用したＢ２Ｃモデルへの転換 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 ＳＥＧ株式会社 6010401135495 コロナ禍でも市場成長が見込める東京Ｎｏ１．高級焼肉事業への新分野展開 桜内　文城

関東 東京都 墨田区 有限会社千代田総販 7010602033951 保険販売の活路を開く、地場産業の栗を使った栗菓子の製造販売 小島　木四男

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヒューリズム 9011003012337 インフルエンサーと企業のマッチングサイト「ブランドラボ」運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 特定非営利活動法人リトミック研究センター 6011005001316 リトミック教育の指導者養成講座のオンライン化によるウィズコロナ対応 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＯＮＥ　ＴＨＩＲＤ　ＲＥＡＬ　ＥＳＴＡＴＥ 8010001179890 ニューノーマルなライフスタイルを応援するワークブース販売事業の展開 鴫村　剛

関東 東京都 杉並区 でき心 居酒屋ノウハウを活かし、惜しまれて閉店したラーメン店開業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社シー・アイ・エス 3010501036695 競技者向け卓球場の新規開業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 さくらグローバルアセット株式会社 9011101072497 不動産投資クラウドファンディング地域活性化事業 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブリティッシュ・ヒルズ 9010001077664 英国風テイクアウェイ商品開発事業 福島県商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社児玉 8010001002796 話題の韓国アイテム輸入売買プラットフォーム開発による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＦＯＯＤＳ 2010701021184 学食運営ノウハウを体系化した「ベンチャー食堂」のライセンス展開 澁谷　宗紀

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｒｅｆｒｅｓｔａ 5011101068243 ＳＤＧｓの架け橋を絶やすな！コロナに負けない皆のコーヒー焙煎所 白川　淳一

関東 東京都 港区 株式会社Ｕｎｖｅｉｌ 8010002043798 次世代テクノロジーを導入したワンストップ健康スタジオで事業再構 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社樹 7010001163739 居酒屋から宅配専門飲食店にフランチャイズ加盟して事業転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 足立区 株式会社ドッグ・プロ 7011801020170 ＥｄＴｅｃｈを活用したシニア向けオンラインスクールの運営 梅川　貢一郎

関東 東京都 中央区 株式会社テストイベント企画 1030001125866 公的試験問題作成業務による新分野展開の取組 森　健輔

関東 東京都 町田市 株式会社ＤＩＪ 6012301011280 シカゴピザでＴＯＫＹＯを元気に！映える冷凍ピザのＥＣ通販事業 白川　淳一

関東 東京都 中野区 株式会社三建 3011201001956 「ＦＰ相談を入口とする新たな不動産ビジネスのモデル」の構築、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 板橋区 もつ焼きラーメン　元樹 一坪厚揚げ専門店ＦＣ展開のためのセントラルキッチン化事業 大桑　克博

関東 東京都 墨田区 株式会社ビーアイ 5010601022189 モデル展示場構築による多目的ユニットハウス販売事業の促進 長岡　勝美

関東 東京都 中央区 Ｎ＆Ｈジャパン株式会社 5020001042101 肉牛肥育管理システムとシステムと一体化または経由した海外肥育コンサルタント事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 五島鉱業株式会社 4010401135794 高性能センサーを搭載したドローンの開発と精密測定サービスの展開 中居　広行

関東 東京都 中野区 アタリマ株式会社 7011201020449 ダンススタジオ検索＆マッチングサイトの作成 工藤　聡生

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｃｉｃａｃ 5011001116366 渋谷のウェブシステム会社が桐生で子供向けプログラミング教室開講 早瀬　達

関東 東京都 大田区 有限会社Ｋスタイル 1010802018130 ＤＸでＶ字回復を狙う。フレンチ専門テイクアウト店の挑戦！ 川崎信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社Ａｉｒｇｅａｄ 1011201021097 青森初の自家焙煎カカオを楽しむ喫茶スペースの新設計画 弘前商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＵＥＮ 9011001120827 ＷＥＢデザイン・開発業務をコワーキングスペース店舗内循環型事業へ再構築 明治通り税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社トランプス 6010901020890 自社スタジオからオンラインイベント、オンライン講演会、オンラインコンサートに出演 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社レガーレ 7010401139264 日本企業と海外企業をつなぐビジネスマッチング事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社アライアス 9010401097411 自然化粧品に特化したＥＣサイトの運営会社が、新たにオンラインでのワークショップを展開する 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＳＨ　ＵＰ 8011101068190 トータルサポート型インドアゴルフレンジの運営 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 オフィスＶＩＳＨ タレント・アーティスト専門のメンズ脱毛サロンと配信スタジオの開業 水谷　弘隆

関東 東京都 港区 表参道音楽事務所株式会社 5010401081105 結婚披露宴余興シーンのインターネット生中継・映像配信 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社第六夜 2010501042265 日本の伝統的な金工技術を活かした新しいプロダクトづくり 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 ジパングキカク デジタルライブ配信とメタバース内でのエキシビジョンの開催 清水　紀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ラム 4011001118066 ハウススタジオ＆スクール事業開始による事業転換 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 世田谷区 有限会社ビーティティビー 3010902012337 飲食と衣料・ペットサロンのシナジーによるパンカフェ・デリバリーの展開 道浦健治

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＭＳ 4011001097839 粉体の化粧品ＯＥＭ対応工場への改修による業態転換事業 税理士法人あおい

関東 東京都 墨田区 株式会社イシザカ 3010601008719 アパレル衣料品の製造技術を活かしたアウトドア製品等の裁断事業 クレアスト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社マンハッタンロール 8011001117568 アイスクリーム屋が始める本格韓国料理＆テイクアウト事業 児玉　直樹

関東 東京都 墨田区 株式会社ＫＴＳ 4010601033831 本場韓国のヤンニョムと高麗人参を使用した新商品開発と販路開拓 米倉　徹

関東 東京都 新宿区 株式会社Ａ－ｂｉｚ 4011101080570 中国語圏において日本食品販売を行う越境ＥＣサブスクリプション事業の事業化 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＡＲ＆ＣＩＧＡＲ 9010901043377 プロモーション特化型、ＰＯＰ　ＵＰスペースの事業化 池野　努

関東 東京都 墨田区 有限会社光プリント 4010602013345 ガラス印刷一筋の会社が新たに始めるプラスチック印刷への挑戦 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 東京すしアカデミー株式会社 1013301022529 通学講座運営ノウハウを活用した寿司職人養成講座のオンライン事業化 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社東京外国語センター 5011001016228 小学校の英語担当教員に対する会員制サポートサイトの運営 平野　匡城

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｉｎｔｒｏ 1011001118606 希少価値性の高い塊根植物の販売と植物関連用品のＥＣ事業 税理士法人タドルコ

関東 東京都 台東区 シタマチヨイトコ 孫連れのシニア世代が安心できる古民家カフェの運営事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 アイランド株式会社 4120001073260 インフルエンサーの大規模管理によるメディア横断型マーケティング事業 松田　亮

関東 東京都 大田区 株式会社ＲＯＳＳＹ　ＪＡＰＡＮ 5430001060243 デジタルシステムを使用した新たなワーケーション施設 札幌商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社アクセソワ・ドゥ・マドモワゼル 6010401061246 当社による目利き商品をポイント使用でお得に購買できる「Ａ．Ｄ．Ｍ．Ｊオンラインモール」の開設 森田　昇

関東 東京都 練馬区 株式会社内田新建材センター 5011601000837 多面的な現場動画／画像記録の活用による新サービスの開発 柏崎　裕介

関東 東京都 新宿区 オリホン 仕上げのみでオリジナルスイーツを！高級タルトの半製品をＢｔｏＢ等で販売 西川貴人

関東 東京都 港区 株式会社自然回帰 4010401082285 種々アレルギー罹患者向け加工食品製造業参入による雇用維持事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｗｅｍｂｌｅｙ 4020001100264 ブランディング、マーケティング要素を兼ね備えた動画制作 株式会社アサユナイト

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハニーワークス 7011001061123 学生、ビジネスマン向け　ＩＴ、ＷＥＢ　講座の開校 株式会社アサユナイト

関東 東京都 墨田区 株式会社川嶋メリヤス製造所 3010601010113 起毛機導入で新業種参入を果たしワンストップ加工を実現する 高橋浩司

関東 東京都 足立区 ゼネラルパーソンカンパニー株式会社 7011801030310 面倒な準備をワンストップ化！ＢＢＱ　特化型ポータルサイト構築事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 有限会社アンジェリーク 4010702015167 「美容コンサルタントが「バストケア」スクール事業進出で、美容業界の活性化に挑む」 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 江戸川区 合同会社りぶふる 5011703001857 コロナ禍の新たな建築ニーズ獲得による事業再構築の取組 森　健輔

関東 東京都 豊島区 オレンジキャット合同会社 6013303004157 ｅスポーツを通じて障がい者の就労を支援する事業へ新分野展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 東京都 台東区 株式会社東京徳山物産 5010501029342 ハラル食品に特化した商品の製造販売と市場開拓 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＨＯＬＤＥＲ株式会社 3011101084143 レンタルスペース事業者向け予約システム付ホームページサービス 鳥越　貞成

関東 東京都 江東区 株式会社ＤＥＣＯ 1010601030245 オンラインクラフト教室及びＥＣプラットフォーム提供による女性の社会復帰支援 鈴木　一貴

関東 東京都 文京区 株式会社ロイドワークスギャラリー 6010001103745 日本のアーティストを支え、日本美術業界を盛り上げるＶＲギャラリー事業 伊藤　文彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社阿川 2010902019374 時短料理、食品ロス減少に役立つ健康的な乾燥食品の製造ＥＣ販売 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社レスペ 9011101065204 映像買付事業のリモートワーク化とシェアオフィス事業による事業再構築 税理士法人南青山コンサルティング

関東 東京都 千代田区 ＡＴカンパニー株式会社 8010601037291 吸収性と持続性、専門性の高い妊活サプリメントによる業態転換事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 武蔵野市 ルジュナ合同会社 7012403002482 集合研修事業からウィズコロナ時代に合ったオンライン研修の効果最大化への事業再構築！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 ネイティブアドパートナーズ株式会社 6011301020928 新卒採用企業向けＳＮＳマネージメント、インフルエンサー育成 中川　利海
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関東 東京都 台東区 株式会社建林松鶴堂 2010501007771 老舗漢方製薬会社による「漢方代替健康茶」の企画・販売 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＭＯＰ 7012401030163 地域、時間の枠を超えた講師対応型オンライン音楽教育サービス 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社エム・ジェー 7011101065494 リサイクルインクで社会貢献！顧客参加型ＥＣシステムの構築 一般社団法人地域マーケティング経営推進協議会

関東 東京都 江戸川区 マービートレーディング合同会社 3013303002320 観光業回復期の既存事業再需要を見据えた、　人の流入事業（インバウンド）から物の流出事業（アウトバウンド）への新分野展開 鈴木　正博

関東 東京都 中央区 株式会社オーシャナ 6010001179959 メディア事業者が挑むコロナに打ち勝つためのツアーの新規展開 渡邉　洋

関東 東京都 目黒区 合同会社花屋ｍｏｃｏ 9011003006818 たくさんの料理が並ぶレストランのようなキッチンカー洋食水色亭 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｎｕｌｌ 4070001036058 健康経営や顧客満足度の上昇を支援するための企業向けヘルスケア事業のフランチャイズ展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 港区 株式会社フード・ディステネーション 3010401128246 羽後の国の日本庭園と古民家を活用した地産地消のレストラン開業 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 大田区 カラーラボ 店舗改装で、美容院との相乗効果が見込めるコインランドリー事業 坪井　亮

関東 東京都 中央区 銀座農園株式会社 2010001112774 マルシェ等のＤＸ化による流通プラットフォームシステム提供企業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 万協株式会社 9010701005577 ショールームおよびオンライン活用による最終ユーザー経由の受注獲得 大石　源治

関東 東京都 渋谷区 株式会社ななふく 3011001138899 オンラインビジネスに挑戦！一括査定サービス「一発査定クラベル」 菱山　英弥

関東 東京都 豊島区 株式会社ともしび 2011101014555 ライブ配信ができる新店舗の開業 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 狛江市 株式会社ｗｉｌｌｉｖｅ 4012401032971 日本製手編みセーターに特化した独自ブランドの構築と新市場開拓 木村　孝史

関東 東京都 大田区 株式会社ＧＴＢ 1010401117878 沖縄で地元民から愛される坦々麺店舗販売及び移動販売事業 大谷　豪

関東 東京都 世田谷区 株式会社祐玄ワークス 1010901031835 『食と住』一体サービスの構築「身体に優しい定食屋さん」出店計画 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ポロック 5030001129509 飲食店の販促活動および交流の場となるコワーキングバー カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈ１４ 2011101041442 地域を宣伝するプラットフォームサイトで自社と地域産業を再構築 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社八千代 2011101021353 創業１００年の伝統を持つ江戸前寿司店が運営。クラウドキッチンによるデリバリー・小型テイクアウト店舗事業 水谷　弘隆

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｓｔａｇｅ 4011701020488 学習塾から児童発達支援事業所への業種転換 村上　康夫

関東 東京都 新宿区 株式会社ビジネスワールド社 2011101059195 顧客・クリエイター・モデルを繋ぐ英和動画制作プラットフォーム 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 ウェルネスコンサルティング株式会社 1011201015784 顧客広報戦略を立案するデジタルマーケティング事業への新分野展開 東京三協信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社田中学園 5013301026154 「介護・看護職専門のマッチングアプリ」の開発・運用事業 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 渋谷区 肉人 歌舞伎町の母の味。元Ｎｏ．１ママが子育て世代を応援するおにぎり屋さんに転身 河村　晴雄

関東 東京都 台東区 株式会社ボンズトラスト 7010501030793 建築、内装施工業者に特化した業務ＩＴツールの開発、販売 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 足立区 株式会社伊佐次 8011801005939 工業用内視鏡検査機器の精密付属部品の製作と販売 足立成和信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社スリーエー 9011801023568 老人介護施設向けオンラインレクリエーションサービスの開発 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 飲食店開業資金創業融資支援センターＩＴＡ大野株式会社 6011401021223 飲食店向け非接触型店舗運営システムの開発事業 笠岡　恒介

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャパンマテリアル 7010001192572 化学薬品の卸小売業からＳＴＥＭ教育デジタル事業に展開 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 港区 レボンボニエーレ株式会社 2010401079589 自宅で特別なひと時を過ごせる出張料理事業と本格スイーツを自宅で楽しめるＥＣ通販事業 古高　崇幸

関東 東京都 大田区 株式会社フォンデュ 7010801028802 リアルとバーチャルを融合したサステナブルファッションの実現 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社Ａ　Ｍａ－ｎｏ 6011101082714 オーガニック（完全自然食材）食材を使った安心安全なギフト食品のＷＥＢ販売 永島　俊晶

関東 東京都 千代田区 株式会社ボイドルーターシステムズ 5010601048936 Ｗｉ－ｆｉ環境ワンストップサービス化でプロバイダー事業参入 内田　哲夫

関東 東京都 文京区 株式会社ウォーカー 9010801025806 ＩＴシステム開発支援ツールの開発による収益拡大とＩＴ業界の生産性向上 関谷　満

関東 東京都 新宿区 ＴＳＯ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 6011101059415 商談成約にコミット、展示会の専門家によるオンライン展示会開発 魚谷　康行

関東 東京都 品川区 株式会社レジェンドホーム 4020001114611 ソフトウエア開発事業から本格的コワーキングスペース併設型ホテル運営事業への業種転換 税理士法人井上会計事務所

関東 東京都 文京区 株式会社ネクステージコンサルティング 9010001069298 長年の流通システム開発のノウハウを活用し、ネット決済代行サービス事業に進出 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＴｉ 1011001067679 鍼灸院の新分野展開、フェムテックで女性活躍と日本経済を牽引 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社トリニティー 8010601047175 買取「大吉」のＦＣ加盟による収益基盤強化のための事業再構築 株式会社北陸銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｑｏｎｃｅｐｔ 4011001071802 プロスポーツ向けの画像解析技術を活かしたゴルフ用打球計測モバイルアプリの開発 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ボア 1010401139402 アートバー併設の飲食店事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社スワンキス 3011001112516 廃棄ロスゼロを実現するアパレルノウハウによる女性向け釣り用品事業へ進出 坂野　直人

関東 東京都 港区 ＥＩＧＨＴ　ＳＩＳＴＥＲＳ有限会社 2010402028768 「移動」「非接触」機能を有した新たな外食サービスへの挑戦 中保　達夫

関東 東京都 葛飾区 有限会社三陽プロモーション 5010002010140 小型オリジナル商品の製造販売事業への業種転換 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アークスタジオ 7010401070238 市場のニーズに応える　静（写真撮影）から、新たに　動（動画撮影）事業を行う 小見山　満

関東 東京都 昭島市 有限会社いそじん 8012802007560 発達障がい児向けの放課後デイサービス 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 墨田区 有限会社ベルモック 9010602027571 ヴィーガン分野での冷凍インド料理で新たな通販サイトの事業化 東京東信用金庫

関東 東京都 東久留米市 株式会社ローザ特殊化粧料 7012801003917 ＯＥＭ化粧品からパーソナライズＣｏｓｍｅへの転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 有限会社トリプレッタ 9010902023163 老犬に最適な施設と高い介護スキルで、新たな老犬介護の事業化 新井　一成

関東 東京都 港区 株式会社ＲＥＴＲＹ 9010401096966 学童クラブ利用保護者のキャリア支援に繋がるＥＣサイト構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 メゾン　サンク 美容のワンストップサービス　完全個室型ヘアサロン併設の総合美容事業 小沢　英司

関東 東京都 中央区 株式会社アンドロッジ 1010001133078 「猫のヘルスケアによりそった新分野家具販売事業」 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 狛江市 クプクプ 自然療法をもっと身近に！スクール事業への新規参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 足立区 株式会社ｌｉｂｅｒｔｙ 5010401128946 コロナ禍で人気拡大中のゴルフの２４時間対応インドアスクール 足立成和信用金庫

関東 東京都 文京区 有限会社ベテラン便 1010002005441 テイクアウト需要に応える新たな配送サービス計画 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂｅ　ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔ 9260001030598 比較検討により安心な統合医療セラピストを取扱うオンラインプラットフォーム事業 株式会社イソシエ

関東 東京都 渋谷区 有限会社アーツ 2011002022995 バーチャルギャラリーによる絵画販売事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 渋谷区 有限会社ミント 2011002021576 新感覚トータルビューティーサロン運営事業 河野　恭秀

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐ－ＣＡＭＰ 1011001058637 音楽サービスの付随した会員制コーヒーの継続販売サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 府中市 プロバイド株式会社 2012401031892 矢野口駅前で展開するコワーキングスペース兼カフェ事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 渋谷区 有限会社フットニック 6011002025557 ビール製造設備導入による、戦略商品開発と販売先開拓・拡大 渡邉　新平

関東 東京都 千代田区 株式会社ファインプロス 3010001139552 視覚確認型パーソナルジム「ＭＵＳＣＬＥ　ＰＨＯＴＯ（マッスル　フォト）」の運営 李　日海

関東 東京都 港区 株式会社Ａｃｏ　Ａｃｏ 6011101067888 キャラクターグッズを強みに放課後等デイサービス事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ビープラス 3010401063724 デザートのプロとの提携による菓子小売業への進出、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 ．Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 5011001052685 障害児に沖縄の海を見せたい！ワンランク上の宿泊施設の提供開始！ 安田　史朗

関東 東京都 北区 株式会社プレジャーフィールド 8011301016478 Ｗｉｔｈコロナに向けたパスタ店への事業転換 サポート行政書士法人

関東 東京都 台東区 株式会社ゼットフラッグ 7011801025938 飲食業への業態転換　誰でも簡単に作れる美味しいグルメ・誰でも気軽に立ち寄れるお店 生出　安弘

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＦＲＥＥ’Ｓ　ＫＯＢＥ 7140003014662 ネイル事業基盤を活用したエステ事業計画 澤口良太

関東 東京都 江東区 ＣＨＩＣＯ 「もんじゃ焼きキット」の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ＹＴ 4011101059417 この味を全国へ。鶏料理の名門が最新技術で冷食製造・卸に挑戦 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 港区 株式会社ＰＡＮＮＡ 2010401081850 免疫力ＵＰ！ウィズコロナ生活に寄り添うセレクトｍｙドリンクの提供 手塚　誠
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関東 東京都 新宿区 大江戸テレコム株式会社 3010401111879 個人事業者＆小規模事業者向けコールセンターの販売事業 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 渋谷区 日欧フーズ株式会社 6011001007837 デパート内老舗洋食店によるセントラルキッチン新設による効率化と、住宅街ファミリー層への展開 増田　考邦

関東 東京都 中央区 クワナシアジャパン株式会社 7010001186211 新たに日本産ウイスキーの企画製造をし、既存事業の販路を活かし中国に輸出販売する。 中村　健一郎

関東 東京都 墨田区 株式会社協染 3010601010146 「環境に配慮したＬＷＧ認証クロコダイル・アリゲーター革」の製造 東京東信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社トゥイズムデザインスタジオ 8010501037227 実家農家自慢の米で作るおにぎりと、カフェインレスのお茶を楽しめる飲食店の営業 田本　秀行

関東 東京都 中野区 株式会社れんず 6011201014096 ＩＴツール導入しデータ分析販売へのＤＸを実現させる業態転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ビット 7021001059067 エンジニア養成塾・エンジニア向けコワーキングスペースへの転換 北村　亮太

関東 東京都 港区 株式会社インプレッシブゲート 5010401142823 上質な空間体験を伴う、著名すし職人監修の飲食店経営 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 アロマト株式会社 8010401051708 里山の香りを育てる・作る・楽しむ南会津クラフトガーデンの創設 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ブルースモービル 6010401088495 ライブ映像配信における撮影及び映像変換配信事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 リドクリエイターズ株式会社 4010401136438 ハンバーガー店から安心・安全の自家製麺を売りにしたラーメン店への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォースクエアビレッジ 5010901036574 脱毛サロンへの新分野展開 橋本　栄

関東 東京都 板橋区 日硬クローム工業株式会社 1011401004975 「無電解めっき」を行い、会社の再起を図る 川崎　義治

関東 東京都 渋谷区 株式会社パワーコンサルティングネットワークス 4011001039683 当社の空室改善ノウハウをシステム化　空室問題を解決し商圏の拡大に挑戦します。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉＳｔｏｒｙ 6011001098546 フレンチダイニングバーからお酒に頼らない鶏だしおでん店への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 ｆｏｒｅｓｔｂｅａｔｓｔｕｄｉｏ ハンドパン奏者のＥＣサイト立ち上げ事業 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＳＥＡ　ＱＵＥＳＴ 8010501036410 飲食店併設シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 青山こころマネジメント株式会社 5010401120564 精神科医が提供する働く人の心のコンサルタント事業（予防・セルフケア） 小林　暢浩

関東 東京都 足立区 オーツカ飲料株式会社 6011801006575 当社の強みを活かした飲食店『ＴＨＥタンサンＢＡＲ』を開業し、Ｖ字回復を図る取り組み 山﨑　修

関東 東京都 江東区 株式会社アール・シー 2010601039319 介護事業者向けオンライン研修　Ｅラーニングシステムの導入による新規販路開拓事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社麗 8010001060720 オンリーワン再生テキスタイルでのオーダードレス海外展開事業 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ローズホワイト 7020001106358 シミ対策に特化した美肌プログラム～肌改善システム構築～ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中野区 合同会社ビューティーアップコミュニケーション 6011203003353 非対面・非接触型で敏感肌で悩まれているお客様との接点を増加させ事業拡大を実現 浅井　政晃

関東 東京都 品川区 Ｓｕｒｅｌｙ株式会社 7010401105456 釣情報ポータルサイトの運営 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社アモーチェ 5013202008020 観光客向けお土産用隕石グッズの販売事業 税理士法人佐藤＆パートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＩＶＥ　ＣＲＥＡＴＥ 3010401093259 レストラン業態の多店舗展開から焼肉店・和食店への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 中央区 株式会社サントラージュ 8011001068398 アパレルＯＥＭの経営資源を活かしたＤ２Ｃ事業立ち上げ 西部　一晃

関東 東京都 中央区 ＪＡＰＡＮ　ＳＴＹＬＥ合同会社 9030003012808 キルギス共和国と日本をつなぐ、はちみつやナッツを使ったスイーツのキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＹＴＦ 3010001178096 捨て猫保護から里親とのマッチングまで出来る猫カフェ事業の新規展開計画 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 練馬区 株式会社公開情報 8011601016087 ＥＣ構築で地域農家を繋げる農産物の流通促進プラットフォーム事業 税理士法人コンパス

関東 東京都 文京区 株式会社ＬｉｆｅＷｏｏｄ 1010001186398 セントラルキッチン導入で総菜のテイクアウト、宅配、通販へ業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 ＹＡＮＯＴＡＫＡＮＯぴあの教室 ピアノレンタルスタジオと録音録画オンライン配信事業への転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 品川区 合同会社ソメイユ 2010703002091 オーダーメイド枕のＥＣ化と、業界初の購入後のオンラインメンテナンスサポートの新規導入。 坂田　喜代子

関東 東京都 新宿区 株式会社キノアーキテクツ 4011101061224 建築事務所が提案する、新時代のパン工房及びカフェ事業への挑戦 猪口　建太朗

関東 東京都 新宿区 株式会社ラシーヌ 6010401084354 「自社ＥＣの運営」×「スリミング酵素ティー」×「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」でＶ字回復を狙う 長谷　有希央

関東 東京都 渋谷区 有限会社Ａ’ｓｙｕ 9011002036485 複数の事業者と連携したペット葬儀事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＡＭＦ 8011001133094 Ｗｉｔｈコロナ環境下でのＢＡＭＦ成長戦略～赤坂に灯りを取り戻せ～ 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ 4011001068600 国内仕入れ先新規開拓及びヴィンテージブランド品の販売のための小売進出計画 株式会社コンサラート

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｌａｘｍｉ 7010901040137 医師・歯科医師・看護師向け実践的アートメイクスクール＆ｗｅｂ集客・営業支援サービス 堤谷　公雄

関東 東京都 江東区 株式会社レバレッジ・イノベーション 5010601045264 カメラセンサー搭載・次世代ゴルフシミュレーターを導入した店舗型ＢＡＲ事業の展開 島田一男

関東 東京都 墨田区 ＳＩＮＧＬＥ　ＯＲＩＧＩＮ株式会社 5010601051857 ニューノーマルに対応する新技術「ＦＲＥＥＰＯＵＲ」の輸入と販売代理店事業展開計画 ＳＴＡＲ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ジャイロスタジオ 3030001129015 開発効率アップのためのゲーム開発エンジンのプラグイン 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 渋谷区 パノラマ株式会社 1011001107121 アフターコロナにおける美容ニーズに対応した「美肌プロティンＥＣ直販事業」 岡部　竜

関東 東京都 文京区 株式会社きよたけ建築工房 2010001200678 ウッドショックや製材所減少を乗越える製材事業の内製化と森林保全への貢献 株式会社シンカ

関東 東京都 港区 有限会社ケイアンドティ・イワタ 3010402004520 炭火で焼くこだわりの焼き魚をメインとしたテイクアウト販売開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 有限会社ワイルドベリー 1013202013387 独自コンテンツと高音質の効果音を武器に音声配信に進出 坪井　亮

関東 東京都 足立区 株式会社大番 5011801020916 外国人向け和食オンライン料理教室を展開することによる既存事業から新分野への展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社アミザージ 2010401084481 天然薬効成分使用のペット向け虫よけ・消臭スプレーの開発・製造販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 新宿区 有限会社エルーデ 3011102028487 演奏家のためのワンストップなプラットフォーム事業 表参道税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社エム，トレーディング 7011001004453 アパレル事業者が作る新しい生活様式に対応したセレクト青果店 萩生田　富司喜

関東 東京都 渋谷区 エーデル 美しくなったその先の幸せを目指す「結婚相談所事業」と「セルフエステ事業」 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 ＪＢ　ＡＲＴＩＳＴＳ　ＬＡＢＥＬ株式会社 4010402031415 所属モデルによるバーチャルサービスの提供事業 金子　太妥志

関東 東京都 渋谷区 ストンブック合同会社 6011003007109 経営コンサルティングのノウハウを活かした「メニューＦＣ事業」 重松　輝彦

関東 東京都 港区 一般社団法人日本オーガニックレストラン協会 1010405013157 免疫力アップのオンライン講座×オーガニック食材の配送プログラム 山田祥吾

関東 東京都 中央区 有限会社エス・ケイコーポレーション 7030002091458 「高級志向のグルテンフリー串焼き専門店」への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 ダイヤカナコ株式会社 3011301020303 飲食店の新しい多面体スタイル構築 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＳＱＵＥＥＺＥ 6010401113988 「時間貸しオンラインレッスンスタジオ」事業計画 松尾　繁樹

関東 東京都 杉並区 株式会社ミユキデンタルラボラトリー 2011301006939 歯科技工の未来的発想 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社キズナキャスト 9011101049719 前野隆司監修Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇマネジメントプログラム事業 吉田　宙

関東 東京都 渋谷区 株式会社日本シナプス 9011001017742 車の整備士・技能者の人材バンク事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 中野区 リトルビット株式会社 5011601022625 アニメーション制作支援のソフトウェア開発と販売による新規事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 合同会社エイティプラス 1010803001969 宿泊事業を撤退し、経営資源を集中させたＥＣビジネスへの挑戦 平野　匡城

関東 東京都 新宿区 株式会社レプリネット・カンボジア 7010401123499 日本文化を輸出！新興国向けに日本産の美術品等を越境ＥＣ販売する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ケイアイエム 8010901007176 イマーシブ・サウンドの配信・収録事業による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 目黒区 有限会社野暮 2013202012628 こだわりの自家製発酵食品を提供する都心のラグジュアリー旅館の運営 松山　史郎

関東 東京都 中央区 株式会社フィジカルラボ 7010001140911 オンラインパーソナルトレーニングと自宅用トレーニンググッズのＥＣ販売による事業再構築 太田　満

関東 東京都 港区 株式会社適材適所 4010401121175 『演劇×カフェ×アート』をコンセプトにした劇場内でのカフェ事業 伊藤　圭佑

関東 東京都 世田谷区 大衆居酒屋食堂　籠 籠リニューアルオープンに伴うＤＸ計画 ＭＣ税理士法人

関東 東京都 羽村市 谷澤　亮祐 本格ココナッツ・レッドカレー専門のキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ｗ・ａ・ｙ 3011301018173 大衆ワインバーから高付加価値炭火焼レストランへの事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社サクラサク 6011001120763 地方自治体（地方公務員）向け日本初の「コトラーのマーケティング学習パッケージ」のオンライン提供事業 田中　宏明
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関東 東京都 大田区 ＨａｒｕｎＡｔｓｕ　ｃａｆｅ コロナに特化した飲食店「台湾まぜそば」への参入 坪井　亮

関東 東京都 中央区 オズ合同会社 9010003017453 既存事業とシナジーを生むポイントサイト事業への進出 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社小野建設 2011401020344 コロナ禍に於ける既存飲食店を活かした地域密着型移動販売事業への進出 小林　奈緒

関東 東京都 練馬区 Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｓｏｕｎｄ 防音スタジオ化に伴う打楽器演奏家の新しいビジネスモデルの構築 及川　愛

関東 東京都 目黒区 株式会社ヤスキホームズ 6013201015594 不動産仲介業の目利き力を生かした客回転率の高い飲食事業の展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＲＵＫＡ 7010901041382 ３Ｄプリンターを駆使したペット用アクセサリー製作・販売への新分野展開 菊池　武広

関東 東京都 練馬区 株式会社ＢＩＳ６３ 5011601023458 住宅リフォーム業から光触媒技術を利用した製品販売及びサービス業への業種転換 森　憲一郎

関東 東京都 世田谷区 マリブ セルフ撮影スタジオおよびスタジオ貸し事業の新規展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社パテントインベストメント 2021001059286 知財に関する映画制作により中小企業等が利活用可能なサービスの提供 稲葉　晋一

関東 東京都 江東区 パスファインダ制作室 「新時代ニーズに順応する配信・収録スタジオ」への業種転換事業 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社エヌエムシイ 7011201000814 税務顧問サービスをデジタル化　会計事務所専用ビジネスチャットの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中野区 ＣＰＰ有限会社 9011202006032 紙パッケージ製造の設計力・ネットワーク等のノウハウを生かし、高級箱である「貼箱」製造にも乗り出す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 ワンダーグループ株式会社 5010703002782 職業紹介業から中小企業の営業ＤＸ化をサポートするインサイドセールス（非対面営業）への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 豊島区 株式会社ＴＧＫ 7013301031326 ガッツリ食べたい男性向けオムライス専門のテイクアウト・デリバリー販売への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アプティ 6011001059762 自動車整備工場の事業継承問題を解決するＷＥＢプラットフォーム運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社エナジャイズ 3011601014995 企業向け世界の大学・就職課情報を網羅したウェブサイト開発事業 西京信用金庫

関東 東京都 港区 レキシンジャパン株式会社 6010601034547 医療機器・美容機器・ヘルスケア機器メーカーへの事業転換 湘南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社サンワールドエアーサービス 3011001047893 ドライバー目線での操作性に拘った運行管理システムの開発・販売 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＭトレーディング 4020001047596 茶類オリジナルブレンドティーの自社加工製造販売　新分野展開（新規事業拡張） 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社梅原インターナショナル 7010401101975 ＶＤＩ機器症候群改善プログラム開発事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 ホルモン船ホールちゃん テイさんの健康羽釜 ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社スリーワークス 6010401039507 自社スタジオでの動画配信・家族写真撮影サービス セブンセンス税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｏｍｍｙ　ｄａｄｄｙ 7010002050390 コロナ禍を克服し子育て世代を支える２４時間対応の新たな学童保育事業 冨塚　智士

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｕｄｉｑｕｅ 2010501044740 フランス大衆食堂“ブイヨン”にヒントを得た販路開拓によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＡＭＡＧＯ 7011001115903 店舗デザインのノウハウを生かしたオリジナルデザインの高級家具の販売事業 仲田俊一

関東 東京都 中央区 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ＬａｍｐＬｉｇｈｔ 場所を選ばず楽しめる本格ピッツァのテイクアウト・通販事業 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社ウイツシュ・デザイン 8013201000727 西武ライオンズガチャ商品製作と西武鉄道各駅構内でのガチャ事業運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 シチロカ合同会社 4010003026748 障害者雇用顧問サービス事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｅ　Ｆｕｌｌ 1010001132947 ワイン・シャンパン輸入卸事業からキッチンカー事業への新分野展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 北区 浜田産業株式会社 4011501003841 オリジナルプロテインの開発、ＥＣ直販および店舗小売業への業種転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 中央区 有限会社もん吉 3010002031378 飲食店（もんじゃ屋）事業からコロナ対応型多目的レンタルスペース事業への業種転換 上野信二

関東 東京都 文京区 有限会社旭プロセス製版 1010502000545 特色製版・デザイン技術を生かすオンデマンド印刷機・断裁機導入による新業態開発 有限会社サステイナブル・デザイン

関東 東京都 港区 有限会社ディアイアール 7010402006703 新型コロナウイルスで売り上げ減少にによりデザインからリラクゼーションへ。 森　滋昭

関東 東京都 世田谷区 ルーラ株式会社 6010903002292 日本初輸入のクラフトシードル等を試飲して購入できる体験型店舗の新規出店 浅山　直希

関東 東京都 中央区 合同会社ワンツーフィニッシュ 3012403003856 全国工務店と一般顧客等のマッチングプラットフォーム事業 西河　豊

関東 東京都 渋谷区 株式会社フードイズム 7011001068829 主力食材の２４時間営業　非接触型「無人冷凍惣菜」直販事業化 川崎信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＹＢＲＳＳ 3010401099339 こだわりの発酵飲料を通して、免疫力を高めコロナ禍の心と体を元気に！ 尾﨑　和朗

関東 東京都 千代田区 株式会社ハッピーツリー 3011101086635 冷凍ラーメン自動販売機を用いた商品の販売、自動販売機のレンタル事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 台東区 株式会社鮒忠 5010501011804 焼鳥の老舗が新業態へ挑む、浅草エリアでは珍しい健康志向の若者向け弁当店の出店計画 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社メルクリウスコーポレーション 5011101041852 オリジナル・オンデマンドプリントサービスへの業種転換 若杉　拓弥

関東 東京都 新宿区 株式会社タイニーコーポレーション 2011103004158 「見た目で選ぶ自然派ワインサイト」で自然派ワインのＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＹＭ＆ＣＯ． 9012701014574 今までにない新たな会員機能付きモバイルオーダーサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 株式会社スポラネット 1040001094763 ＡＩ搭載顔認証データ、在庫等のデータ収集・分析プラットフォーム開発 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ハナワエビストウキョウヘアサロン 感染リスクとストレスを低減する完全予約個室型美容室へ業態転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 豊島区 株式会社アイレーヴ 9011801030102 健康を意識する富裕層と女性層をターゲットとしたドライヘッドスパの展開 安達　曉宏

関東 東京都 港区 セブンイレブン赤坂３丁目 自然豊かな環境を生かしたＲＶパーク事業とモータープール事業への新分野展開 増田　考邦

関東 東京都 渋谷区 株式会社コムト 4011001008317 資産を活用した新素材スキンウェア開発と多目的レンタルスペース事業 昭和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ミライエ 7010001185080 障がい者の方に寄り添うグループホーム　「ぱあとなあ」の展開 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 合同会社ＰＯＮＯＡＨ 7011103011315 エステ部門強化による美容サービス多様化の実現と物販への進出 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 ＭⅰｃｒｏＴｅＸ　Ｌａｂｓ合同会社 3010803002742 超高速大容量光通信用超広帯域超小型コイル製造業への進出 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ビックＷ・Ｘ 9013301034491 ハイヤー事業の強みを活かした宅配サービス・ＥＣサイト構築を火鍋店出店で再築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＶＳ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 9010401142217 外国人と日本人がお互いに情報収集できるマッチングサイトの開設 株式会社アサユナイト

関東 東京都 台東区 株式会社らぼぬる 3010501024519 飲食からシミュレーションゴルフとスマートフォンショップへ新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会 2010005016831 薬膳業界初！和洋中の薬膳ハーブを使ったオリジナルティーのサロン卸販売 岩下　文

関東 東京都 世田谷区 株式会社レガロトレーディングカンパニー 8011001027908 大人バレエレッスンと初心者に向けたアシストサービスの展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 武蔵野市 ワイン食堂ソトワ 新分野展開ジェラテリア事業計画 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会 8011105005512 抜群の立地、新たな関西ポピュラー音楽界の活動拠点開設 税理士法人ＭＦＭ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ステラシフォン 2011001101511 日本の産地と取組む特別なＭａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮのＥＣ販売事業 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＹＭＴＣ商事 5010501041999 ”まるごと一羽のフライドチキン”を”幸せ”と一緒にテイクアウトでどうぞ！ 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＮＤＲＹＵ 7010001154390 地域初！ゴルフプレーヤーに特化したフィットネスジム開設による地域の健康増進への貢献 原田　貴史

関東 東京都 中央区 株式会社スタジオルフト 7010001164885 立ち吞み居酒屋とラウンジカフェ（多目的スペース時間貸し）の二毛作経営 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社ソンメー商事 8010601033241 インターネット決済を活用した非対面対応型中華料理無人店舗販売事業 越村　宜博

関東 東京都 世田谷区 株式会社東京三光 5010901007971 「３Ｄ音響」収録・インターネット配信サービスによる事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 葛飾区 株式会社ＵＧＲＡＳ 8011801033898 光脱毛とブラジリアンワックスを併用した女性専用脱毛サロンの運営 ストラーダ税理士法人

関東 東京都 港区 ジャムオーケストラ株式会社 8010401149056 コロナ禍の人間関係の悩みに！元シェアハウスマネージャーの『上手な人間関係』オンライン講座 税理士法人スバル合同会計

関東 東京都 練馬区 Ｂｒｏａｄ　ｔｒｅｅ　ｃａｆｅ セントラルキッチン・来店型店舗新設により事業規模倍増計画 井手　庸文

関東 東京都 杉並区 株式会社きたむら 9011301013540 警備業界のブランドＮｏ．１を目指す、警備求人・資格アプリ業界 税理士法人ほはば

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＲＡＩＮＥＥＳ 6010001203099 シミュレーターを活用した個別指導による質の高いゴルフスクールの開講計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＢＮＦ 6040001090436 サウナ愛好家のためのサプリメント販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 合同会社だんだん． 7010703002153 アウトドア事業へ参入　店舗とエアストリーム拠点移動グランピングショップを展開 公益財団法人　しまね産業振興財団

関東 東京都 新宿区 ピカソ 真空パック調理法による小規模飲食店向け食品卸販売とコンサルタント営業 髙司　浩史
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関東 東京都 港区 株式会社ＫＡＳＵＧＡ 4010401141776 ポストコロナに対応した士業向けＤＸナレッジプラットフォームの構築 金子　洋樹

関東 東京都 港区 カフェ　ド　ペルル ソムリエが手掛けるシャンパンに合う寿司店への事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 世田谷区 ＰＡＰＥＲＤ合同会社 9010903003123 クリエイターの出版システム事業 楡井　宏志

関東 東京都 渋谷区 株式会社デザートブルーム 5020001110477 中小保険代理店と顧客を結ぶ非対面型マッチングプラットフォーム開発 河村裕司

関東 東京都 荒川区 株式会社三企 9011501006633 自然空間を再現するハイレゾ音響システム「Ｒ－ＬＩＶＥ」の販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 カオス合同会社 1010803001242 不動産テック事業への参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 大田区 有限会社コウズホーリー 2010802016050 店内飲食店からオンラインサービス業への業態転換事業 中野　雄介

関東 東京都 東村山市 ヤギサワバル 小規模農業者のオーガニック農産物を活かしたジェラート製造所開設とＥＣサイト運営を行う新分野展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＩＲＡＩＮＯ 1011201019348 Ｄｒ．Ａｉｓｓ事業計画書 税理士法人ウィズ

関東 東京都 江戸川区 「本質改善」　整体院　ユーテラス 不妊に悩むすべての女性のための、妊活のトータルサポート事業 金﨑　卓也

関東 東京都 新宿区 ａｎｄ　Ｎｅａｒ合同会社 9011103009092 オンライン配信可能なキッチンスタジオの開設（ＢｔｏＣ　から　ＢｔｏＢ　へ） 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 千代田区 株式会社ワンスイン 2010001113509 セラピストの働き方を改善したリラクゼーションサロンの開業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社レオプランニング 5010701022997 中華料理店へ事業転換および冷凍加工食品製造のためのセントラルキッチン設置事業 渡部浩之

関東 東京都 中央区 タクトピア株式会社 5010401118063 英語学習事業における講座のストック化を主軸とした業態転換 ストラーダ税理士法人

関東 東京都 新宿区 モリカトロン株式会社 1011101081381 ゲーム用ＡＩ会話エンジン技術の非ゲーム系業種への応用展開 株式会社シンカ

関東 東京都 板橋区 株式会社ノーブル 4013301039925 「韓国・アジアンスィーツ」を主とした店舗販売の新規事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 ＩｎｎｏｃｅｎｃｅＤｅｆｉｎｅーイーディー オンデマンド出版を基軸にしたコンテンツ発信 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｌａｖｏｃ 9010901021580 投資セミナーを開催する『講師は全員ベストセラー著者　本気の投資家育成大学』の創設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社アフラ 6010401098701 『スキンケアのステップをミニマムにして究極のすっぴん肌を手に入れる』化粧品で中国越境ＥＣに進出！ 長谷　有希央

関東 東京都 世田谷区 ＡＤＮ　ＳＴＡＴＥ株式会社 5010901032540 自社サービス”ｔｉｃｋｅｔ　ｆｒｏｇ“導入によるチケット販売システム構築事業 城南信用金庫

関東 東京都 府中市 フォーシー合同会社 9012403002836 非対面型のアクセサリー＆服飾雑貨の手作りワークショップ 原田　征久

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｑｏｓｍｏ 5010401096128 ＡＩを活用した自動音楽制作・自動選曲システムの開発による新分野展開 株式会社翼コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社エイブリッツ 6010901036870 アメフト元日本代表が運営するパーソナルフィットネスジム事業 中村　哲也

関東 東京都 新宿区 株式会社プロタクト 5010901027318 不動産所有者に対し抗菌除菌効果のある光触媒施工の提案 佐藤　成雄

関東 東京都 狛江市 株式会社３２ 9012401031399 ソムリエプロデュース！クラフトビール×キャンプで新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 アフリカンたいこ教室 ドラム教室業態転換「プロ演奏家とのオンラインアンサンブルができるＩＣＴ活用ドラム個人レッスン事業」 城南信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 2010401098795 地方創生につながる越境ＥＣサイト構築事業 魚谷　康行

関東 東京都 千代田区 イン・ステップ株式会社 9010501022285 最先端ＣＢＤと京都３００年の日本酒を利用した化粧品企画販売 興産信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社日本医協 5013301016493 「疑似ライブ配信」を活用した新規受講生獲得及び既存顧客へのサービス拡充事業 清水一三

関東 東京都 台東区 株式会社日向丸 1010501028686 仕入れルートを活かした鉄板焼き店で事業存続と水産業発展を図る 山口　良明

関東 東京都 墨田区 ＴＯＲＩＯＮ株式会社 4010601057723 運動設備を兼ね備えたコワーキングスペースの新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 合同会社スカイコンサルティング 8010403011222 美容クリニックの経営を向上させる顧客管理型オンライン診療システムの開発と販売 株式会社セームページ

関東 東京都 千代田区 福田企業有限会社 1010002013881 老舗料亭が作る至福のハヤシライスのネット販売で売上基盤の構築 坂本　啓介

関東 東京都 千代田区 株式会社ＨＡＵＮＴ 9030001106768 沖縄宮古島でのワーケーション＆宿泊・マリンスポーツアクティビティレンタル複合観光サービス 株式会社しのざき総研

関東 東京都 八王子市 Ｋ’セレモサービス株式会社 9010101008305 自社独自開発返礼品特化型オンライン葬儀システムアプリの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｍｏｕｔｏｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 4020001134642 プロサクソフォン奏者によるＤＸに対応したライブハウス整備 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 台東区 バン産商株式会社 2010501024255 集客ノウハウ等を活かした地域密着型のドイツ式フットケアのフランチャイズ事業展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ティーエムシー 6011101059778 孤独死・相続等で生じた空き家再生のための遺品整理・特殊清掃事業 濱田　政作

関東 東京都 大田区 株式会社アクセプト 1010801026877 新分野展開　アイブロウサロン 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍａｋｅｒｓ ＳＤＧｓ向上を目的としたアフリカからの農産品輸入とＥＣ販売 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社バードランドミュージックエンタテインメント 8011001047435 チケット再販サイトの構築と運営による２次流通市場への挑戦 森口智志

関東 東京都 文京区 株式会社ＴＡＭＡＹＡ 2010501012524 無添加で保存料なしの惣菜　テイクアウト・サブスクリプションサービスの新規展開 朝日信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社ｎｏｔｏｃｏ 1090001013784 壁材の市場拡大とその第二次製品の開発・販売事業 野田商工会議所

関東 東京都 中央区 ＪＡＣＳＳ株式会社 8010001127593 ゛オンラインコンサルティング゛新しいビジネススタイルへ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 Ｆｉｎｄ　Ｍｅｄｉａ合同会社 7011103006785 非対面型コワーキングスペース×グランピング事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 台東区 株式会社永井企画 2010501044848 オープンスペースを活用した次世代キッチンスタジオ計画 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＩＭ 7040001095244 ショールームの新設による、他社製品の仲間卸事業への参入 春山　英太郎

関東 東京都 練馬区 株式会社エム・ケイ・ディ 3011601001085 郷土料理の居酒屋から新大久保ベースの焼肉・韓国料理を提供します 大谷　洋

関東 東京都 港区 有限会社ジオ・コーポレーション 4090002005480 デジタルスクリーン製版機を使った印刷サービス事業への参入 横山　和志

関東 東京都 港区 アッカディミュージックエンタテインメント株式会社 7010401076029 音楽体験を重視した、月イチ通学の英語でマナー教室 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 合同会社ガホウジン 7011303001850 ウイスキーの量り売りでオシャレな家飲み 新本　浩貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワールドスタイリング 7011001073184 ＳＤＧｓに貢献する新しいアパレルシェアリングサービス サポート行政書士法人

関東 東京都 文京区 日本エイテックス株式会社 7010001084522 Ｗｉｔｈコロナ妊活再開ママを応援。妊娠・産後スキンケア事業への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 ラウラオフィス 輸入商品小売販売から新たにデジタル絵画製品の製造販売を世界へ展開 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ３７度株式会社 7010001136001 卸売業からオンラインサロンを活用した健康産業へのステップアップ 興産信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社アトリエ新井文月 8010601048966 ＥＣサイトの強化を図る再構築事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 足立区 増田ぴろよ 社会課題を解決するＶＲオンラインアートギャラリー事業への挑戦 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 目黒区 株式会社ＯＮＥ 8011001112791 飲食店からレンタルスペース事業への業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーク 3011301021367 ＳＤＧｓに貢献する、研磨によるフローリングリニューアル事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 港区 株式会社グッデイ 6010401008370 そばとカフェのコラボレーション事業　～地域資源食材の新たな価値ブランディング～ 株式会社八十二銀行

関東 東京都 足立区 株式会社レタス 3120901042910 意匠権を持つ手巻き寿司の提供等メニューの一新による事業再構築 浅井　政晃

関東 東京都 千代田区 株式会社ポーター２４ 8180001117140 コンシェルジュと一緒に創り上げるブライダルプロデュース、旅行サービスの開発 税理士法人シンクバンク

関東 東京都 中野区 株式会社コンシュマーズ・リサーチ 2011201001800 ＪＡＴＯ社とのコラボによる新たな検索システム「Ｃａｒｓｐｅｃｓ」の開発、運営 楡井　宏志

関東 東京都 八王子市 えん 鍼灸師による「完全個室の本格美容サロン」で療術業から美容業へ 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｌｉｎｃ 1010401125286 企業向け就労外国人材に特化したハイブリット型研修育成サービスでの事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 墨田区 ＣＯＣＯＤＥ　ＳＡＬＯＮ　ＨＡＮＡＲＥ コロナの影響を受けた美容室を個室型シェアサロンに事業再構築する ストラーダ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社フライト 7010901045029 オンライン学習コンテンツと非対面型英会話の融合させたパーソナル英会話サービス 安藤　貴史

関東 東京都 港区 株式会社リーガルエキスパート 4010401138541 子どもの”心”と”身体”にコミット！～低単価で通える体幹スポーツ教室～ 小林　永二

関東 東京都 調布市 大幸コネットコーポレーション合同会社 3012403004144 持ち帰り・出前需要に応える「本場の味、韓国チキン店」への事業再構築 株式会社知好楽ネットワーク

関東 東京都 葛飾区 株式会社トレック 5011801033471 地域活性を目指した文化事業連動型の食物販・カフェ事業の立ち上げ 西河　豊

関東 東京都 西東京市 休息ラボ 先進機器を使った未病セルフケアで健康自立を推進 細谷　和丈
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ブランク 3011001125996 既存事業を活かした「リアル×ＩＴ」企業への業種転換補助事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 日清化工株式会社 5010001025404 ＢｔｏＢからＢｔｏＣの顧客転換　自社製品の企画開発・販売業への業態転換 エヌ・ビー・シー税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 7010401151392 特殊冷凍技術を活用した「Ｆｒｏｚｅｎ　Ｍａｒｃｈｅ」ブランドの立ち上げ 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 文京区 有限会社ＡＡＣ　ＳＴＵＮＴＳ 1012402021480 有名キャラクターの「アクションシーン」で習うオンラインフィットネス 朝日信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社ピークス 2012401025291 グルメバーガーという新分野を切り開きシナジー発揮で事業再構築 三橋　心

関東 東京都 港区 株式会社ＤＯＬＬ　ＲＥＣＯＲＤＳ 7010401144917 ペーパーレス！非接触！多言語対応！デジタルチケット事業 中村　健一郎

関東 東京都 立川市 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｎｅｘｒｅａ 8013401006697 キッチンカーと瞬間冷蔵庫の導入による通信販売市場への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スカーレット 1011001091885 音声収録スタジオ開設による一貫したポスプロ体制の構築とアニメ・ゲーム分野への参入 西武信用金庫

関東 東京都 立川市 ４　Ｓｅａｓｏｎｓ　ＬＤＫ 家飲み需要に合わせたワイン販売店の実店舗およびオンラインショップでの新規販路開拓 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 ラフロワ合同会社 8010403017327 イラスト・アートのデジタル知財管理プラットフォーム ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 台東区 メヒコ商事株式会社 7010501025819 テイクアウトに特化した新業態の開発及び店舗展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 三鷹市 ３ａｒｒｏｗｓ株式会社 2012401036082 リピート率８５％超のヘアカラー専門店ノウハウでフランチャイズ事業構築する！ 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社船清 4010701008857 屋形船フォトスタジオ＆イベントスペースレンタル事業計画書 池村　尚弘

関東 東京都 江東区 有限会社タナカ協栄社 9010602003507 健康寿命を延ばすシニア・テレワーカー向けパーソナルトレーニング事業 税理士法人Ｖｅｌ

関東 東京都 杉並区 有限会社Ｔｒａｃｋ　Ｎｕｍｂｅｒ 1011002029109 ＥＣサイトとオフライン（ショールーム）によるファッションビジネスの展開 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社インフォモーション 5011001117067 オンラインイベント情報収集プログラム構築とＢｔｏＣ事業への新展開 ベンチャー支援税理士法人

関東 東京都 東村山市 株式会社一休 9012701001151 基幹システムのワンストップオペレーション構築 税理士法人ＯＡＫ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＫＮ 3011001114818 ドローンを用いたソーラーモジュール検査事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 世田谷区 株式会社エフ・ビーカンパニー 8011001071955 コロナ禍での健康促進！高たんぱく×パーソナルトレーニングジム 松尾　基司

関東 東京都 台東区 株式会社スリーエイト 5011301023782 催事販売事業での営業力と人材を活かして飲食事業に挑戦 前田　庄一

関東 東京都 北区 有限会社ライフケアー 5011502006363 介護事業所だからできる高齢者・障害者であっても楽しめるキャンプ場計画 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 千代田区 ＫＩ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 2010001145048 オンライン講習会、および各道場教室のためのＨＰプラットフォーム構築 ＪＵＣ税理士法人

関東 東京都 品川区 株式会社ＳｈｅｅｐＤｏｇ 9010701033132 デジタルマーケティングのためのセールスレターの自動送信システム 有限会社クレメンティア

関東 東京都 豊島区 合同会社Ｓｕｎｎｙ－ｓｉｄｅ　Ｕｐ 2013303001991 病院内でのテイクアウト業態開店と既存店舗のセントラルキッチン化 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌ＆Ｌ 4010501039994 セントラルキッチンに機能強化によるゴーストレストラン事業。 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ラボアンドタウン 7010901031177 地域のつながりを活かした家族向け会員制サービスへの新分野展開 金井　正義

関東 東京都 港区 株式会社ピースファクトリー 3011101068534 ２４時間オンラインで完結・特殊車両マッチングシステム 安田　史朗

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍｙｒｉｏｒａｍａ 6010401128945 安全な環境で取り組める芸能に特化したオンラインレッスンの提供 髙橋　創

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｕａｇｅ　Ｊａｐａｎ 6011001124046 当社のネームバリュー等を活用したスープカレー店フランチャイズ本部の立ち上げ 日野陽一

関東 東京都 荒川区 テレコム株式会社 4010501023635 電気通信トラブルに２４時間対応可能な我が家の電気屋さんのシステム構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 国分寺市 日精産業株式会社 4012401002479 不妊治療用シャーレの生産・販売による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 中央区 ＭＪＱ株式会社 6010001140978 特別な硝子製品等のテーブルウエアを新たな市場で展開する卸売業の取組 さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 東中野キッチンノム コロナ禍での飲食経営効率化に伴うＥＣ・物販のパティスリー参入 多摩信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社小川企画 8011501026137 ドライヘッドスパ店『雲の上　Ｔｈｅ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｃｏｕｒｔ』の事業計画～雲の上にいるかのような夢心地をあなたに～ お茶の水パートナーズ税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社サイ 9011201010860 舞台創作プログラムおよび企業研修プログラム事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 合同会社Ｂｌｕｅ　Ｏｒｄｅｒ 3020003013829 ホテルとは一線を画す広さと質のシェア別荘事業による新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ロイヤルストレートフラッシュ 4011101057750 割烹料理専門店の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 中央区 月島ビューティーサロンＭＩＡ 女性に自信を！最新美容機器と技術で女性活躍を後押し！（女性のすべてを輝かせるエステ事業） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ｍｉｌｌｉｏｎ 9010403014769 ｍｉｌｌｉｏｎ　Ｆｏｏｄ　Ｆａｃｔｏｒｙ Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社じそく１じかん 9011001116577 今までにない日本茶製品の開発・ＥＣを中心とした販売事業 日野陽一

関東 東京都 板橋区 株式会社ＮＩＰＰＯＮ　ＦＯＣＵＳ 3011401022678 サブスクリプションモデルでのハラルフードのＥＣ販売及びアプリ開発 森　憲一郎

関東 東京都 中央区 株式会社スプリームハウス建築工房川口・工務店 5013101006637 鉄製風デザインの木製コンテナの製造開発販売事業 細野　ゆり

関東 東京都 目黒区 株式会社家撮り部 1011001116733 「家撮り部」オンライン事業展開 芝信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社クラ・モチベーション 8080101014306 カフェを併設したコワーキングスペース・カルチャースクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｅ・Ｓ・Ｋ 4011701020752 企業の売り上げアップやブランディングに繋がるデザイン事業 井上大輔

関東 東京都 大田区 梅林株式会社 3010801021827 商店街の好立地のにラーメン店を開業、新分野展開で売上拡大 白熊和幸

関東 東京都 練馬区 株式会社ｇａｎｂｏ 4011601021693 紙チラシからお買い物メモを自動作成するＡＩソフトの開発 飯泉　悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｕａｎａ 6011001125259 エンジニア向け人間工学に基づいたキーボード販売 日野陽一

関東 東京都 大田区 行政書士第一法務会計事務所 士業ネットワークをフル活用できるインキュベーションオフィス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社ネスタ 6040001083506 リアル店舗とＣＲＭデータベースの統合システム構築事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

関東 東京都 渋谷区 ブライトミライ株式会社 9040001011199 ３週間で消えるタトゥー（ヘナタトゥー）のサロン事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 合同会社Ｃｈｅｒｒｙ 2011103010437 マネタイズ化に特化した　Ｙｏｕｔｕｂｅ　等の動画制作業者の育成スクール業 井上大輔

関東 東京都 品川区 株式会社オールドマンノート 5010701037145 非対面式　ペットのためのセルフ写真館　店舗展開 権田　誠

関東 東京都 世田谷区 ヴェルノイ 業界越境アレンジャーズで創（つ）作（く）るＮｅｗＯｌｄなＭｉｘ－ｕｐ　ｃｒａｆｔ＆Ｊｅｗｅｌｙの提供 ペンデル税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ＪＯＩＮ 9011301023317 コロナ禍の女性の時間を作る！活用させる！ことで女性の美を総合サポートする事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 青梅市 ｆｌｅｕｒｎａｉｌ ネイルサロンからトータルビューティーサロンへ　新サービス導入による事業拡充 青梅商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＵＲＡ 6011001116860 成長と学びをもたらすための総合エンタメ授業・ＬＩＶＥ配信プログラム”Ｕ－ＣＡＭＰ” 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 西東京市 エングレーブ合同会社 4012703001138 ペット火葬サービスへの事業展開による再構築の取り組み 株式会社コンサラート

関東 東京都 台東区 かめや食品株式会社 4010501002903 Ｗｅｂライブ配信による老舗鰻料理店と“うなシャン”のシナジー強化 清水　雅彦

関東 東京都 福生市 株式会社Ｂ．Ｇ　Ｃｏｍｐａｎｉｏ 7013101008111 キッチンカーによるカフェ事業及びチャレンジベーカリー事業 魚谷　康行

関東 東京都 西多摩郡檜原村 裏山ライドＴｏｋｙｏ 東京裏山ベース発　秋川渓谷ＭａａＳ化計画　～自然体験型旅行業への展開～ 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 歩楽里 大都市と交流地方都市の食材を活用した商品開発による相互地域活性事業 昭和信用金庫

関東 東京都 品川区 たか濱 たか濱（居酒屋）運営経験からの焼肉店開業の計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 八王子市 はちまん鍼灸院整骨院 心の不調を早期発見！予防検査・健康サービス事業の推進 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 大義聖和株式会社 4011101083912 撮影スタジオ・レンタルスペース事業計画 戸塚　八郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＩＦＭＡＧＡＺＩＮＥ 7010001154713 次世代デジタルデータ販売システム「ギフト動画」構築。コロナ禍のクリエイターの新たな収益源を作り出す事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 シンクロジスティクス株式会社 8290001063489 ＤＸを活用した３ＰＬ事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 大田区 有限会社ＳＥＮＡＰ 4010802003195 自社撮影スタジオにおけるＩＯＴを活用したオンライン撮影及び和装文化創造事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 東京都 墨田区 株式会社東名 5010601014525 繊維素材メーカーによる先端設備を活用した染色事業への進出 福永　健二

関東 東京都 新宿区 合同会社ＬＩＮＨＮＨＩ 7011103006620 ベトナム料理店の食材小売・料理教室併設による新分野展開 山川　博久

関東 東京都 千代田区 株式会社エスト・ルージュ 6180001125599 プロジェクト推進・人財供給・配置を越境で実現するソフトウェア Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社
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関東 東京都 北区 奥村印刷株式会社 1011501000874 防災災害対策用「組み立て式紙製食器」の製造販売を行う新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーキバンク 8120901035422 テレワーク時代に向けた「レンタル書斎」事業の展開計画 税理士法人Ｓｏｆａ

関東 東京都 港区 株式会社ＮＯ　ＢＯＲＤＥＲ 3010001147803 顧客企業のＤＸ化を促す、企業情報発信メディアの構築支援サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社サイトウ工機 5010801023334 全方向に無制限駆動する球状歯車の製品化に取組みＶ字回復を図る 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 文京区 株式会社Ｇａｚｅ 4010001202185 国内に眠る希少な「旧車」バイクのリサイクル販売 塩津　友輝

関東 東京都 江東区 アルカディア株式会社 6010001136134 デジタル技術を活用した日本語教育を通じて外国人に寄り添う一気通貫の支援サービスへの転換 池谷　圭右

関東 東京都 北区 谷防株式会社 7011501019182 中古建築資材の販売プラットフォーム運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 渋谷区 合同会社プレミオ 7011003008196 保養所を再生した非接触型の温泉ホテル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 世田谷区 東商化学株式会社 8010901008307 新たに医療分野へ貢献。国内リーディングカンパニーのコア技術を活かしたプラスチック新製品開発事業 豊橋信用金庫

関東 東京都 小金井市 株式会社武蔵野 2012401003396 法人・個人向け次亜塩素酸水及び小型噴霧器の製造体制の構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 北区 ＴＯＫＹＯ共育研究所有限会社 1011502013859 理学療法士の個別指導によるストレッチジムへの転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 Ｌｏｖｅ　ｄｒｉｖｅ株式会社 6011001109088 小型自動運転配送車両の開発 ＷＡＲＣ　ＬＩＧＨＴ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｍａｐｏ 4010001199645 ｔｏＢ向けサービス提供法人のオフラインコミュニケーションＤＸ化（ＳｅｎｄＷＯＷ）事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 ＹＥＥＵ株式会社 8011001123401 Ｅ－ｓｐｏｒｔｓ　選手のためのゲーミングハウス運営及び専用アプリの提供事業 丸山　達也

関東 東京都 東久留米市 オプティマス株式会社 9012701012140 日本のドローン＆動画市場を牽引するＦＰＶドローンのハイクオリティ空撮・映像事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社成都開発 4080401002674 不動産賃貸業からレンタル「ダンススタジオ」事業への新分野展開 西京信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社エイチ・エー・ティー 9012401000206 航空品質とトポロジー化で空飛ぶくるま等イノベーション部品へ事業転化 東京都商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社協進社 1011501001195 拡大するＥＶ用部品を受注する為、鍛造＋精密切削に挑戦 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 墨田区 椿建設株式会社 6011701019470 高い安全性と作業効率を有する次世代足場のリース事業への新分野進出 小松川信用金庫

関東 東京都 墨田区 ディ・アイ・ネットワーク株式会社 2010601038510 中古金属容器製造機械の仕入れ、メンテナンス、販売事業 野竿　健悟

関東 東京都 江戸川区 株式会社テヅカ 6011701005256 電解研磨事業を開始し、ステンレス加工をワンストップで提供する 須永　達也

関東 東京都 立川市 ヒューマンヤード株式会社 9012801004120 日本版屋外家具の企画・製造と体験型施設『Ｐｉｃｎｉｃ』の運営　～外構業者が挑む新たな提案～ 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社シゴトヒト 1010401084326 経済の発展に寄与する「創業者支援ビルディング事業」の展開 城北信用金庫

関東 東京都 文京区 合同会社Ｄ＆Ｙ 8010503004992 非日常的な環境でモチベーションの上がる熱海温泉ワーケーションサービス 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 硬化クローム工業株式会社 6011801007532 セパレータ製造装置用面長６ｍ以上超広幅ＣＦＲＰロールへのクロムめっきと研磨加工 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社まくびーインターナショナル 6013201018069 女性視点を活用した女性向け非対面型シミュレーションゴルフ事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ｃｕｒｖｏ 6010501041412 コンテナ活用のバーベキューテラス・ピザ作り体験飲食店の経営 株式会社東和銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社フミオートモーティブ 6013101008203 大型トラック本体及び架装部の点検（車検）・分解・整備・修理事業の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 双明商事株式会社 4013301035701 「グリーンスポーツみなまた」再生事業－地域資源の活用と創造 上田　曽太郎

関東 東京都 大田区 篠田商事株式会社 4010801005416 段ボール印刷用アニロックスロールのレーザー洗浄サービスを含む洗浄事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 一両間システム合同会社 9010603008232 中華圏出身者向けのコワーキングスペースを作り運営する取組 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 東京都 新宿区 株式会社トータルクリエイト 5011101043700 ワ―ケーション滞在向け宿泊施設の開業 大橋　秀夫

関東 東京都 墨田区 文化事務用品株式会社 4010601014410 バイクガレージ事業と無店舗レストラン事業への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 平和観光開発株式会社 7010501021330 バケーションレンタル事業の開始による不動産販売業から不動産サービス業への新分野展開 若林　俊六

関東 東京都 三鷹市 株式会社大福 1012401031472 冷凍ラーメンキットの製造と自動販売機での販路開拓事業 荒井　幸之助

関東 東京都 大田区 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｊａｐａｎ 9020001121652 地域密着型リモートワーク・ワーケーション事業　事業計画 群馬県商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社セキド 6011101056882 コロナ禍でも需要の強い韓国コスメセレクトショップの出店による事業再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 ＰＲＯＳＴＡＲ株式会社 9010901020681 非接触アプリを提供することで、ゴルフ場の生産性向上に寄与する 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ステディーライズ 4011201013075 自社の強みを活かしたリフォーム・リノベーション事業への転換 北村　亮太

関東 東京都 大田区 株式会社テック電子工業 1010801015789 医療・製造検査・ロボット等に使われるカメラの一貫生産体制構築事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 新宿区 Ｆｕｔｕｒｅ株式会社 3011101081537 老朽賃貸住宅を再生した非接触・長期滞在型の無人ホテル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社岩崎 2010801001152 食品サンプル販売会社による越境ＥＣ販売及びスーパー向けレンタル事業 米森　達也

関東 東京都 江東区 有限会社ジェーシーエムコーポレーション 8012402020352 キッチンカー移動販売、無人販売機も活用した台湾料理の提供 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 千代田区 株式会社サクラクオリティマネジメント 9010001145768 宿泊施設の自主的なサービス品質向上を促すスマホアプリの新規開発 株式会社シンカ

関東 東京都 中野区 合同会社潤豊商会 3011203002795 リサイクル食品容器製造へ転換、食品卸事業者と連携し多くの小規模飲食店が抱える食品容器課題と地球環境課題に貢献！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 山本薫 地元密着のイタリアンによるワインショップ・食材自動販売機開業 税理士法人シンフォニー

関東 東京都 昭島市 株式会社丸福商事 3012801002591 総合レジャー企業の実現に向けた、室内ゴルフ練習場事業の参入～日本最大級の室内ゴルフ練習場の立ち上げ～ 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 千代田区 ロハスコスメ株式会社 8010401106461 自然化粧品の知識経験を用いた発酵食品の開発・製造 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 狛江市 株式会社ＥＡＲＴＨ 7010901028909 車いす使用者や高齢者でも楽しめる、エレベーター付きガレージハウス建築事業への挑戦 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 稲城市 スーパーレジン工業株式会社 2013401001910 次世代通信用高周波アンテナ製造事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社会田製作所 2011401000073 自動車から福祉住環境へシフトするための新規設備の導入と改革 平川雄二

関東 東京都 千代田区 ＵＰＦセキュリティー株式会社 8010001177382 Ｐマーク取得運用を自動化！業界初オンラインオートメーションサービス 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 港区 合同会社ユニコーンプラス 3011503002413 南房総の山と海を満喫！低感染型のプライベートキャンプ施設運営計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 礎電線株式会社 4011801000340 新分野となるアルミ線伸線の専用ライン構築のための旧工場改築と設備導入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＩＲＯＮＩＣＡ 5013201017781 渋谷を写真の街へ！超一流カメラマンが贈る「渾身の一枚」事業 大庭　康孝

関東 東京都 台東区 株式会社ボーグテクノロジー 7010501033193 データリスク管理に貢献する革新的な新鋭クラウドサービスの構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社政井 6010102006376 コロナ禍において需要拡大が進む分析装置向け超精密部品製造事業進出 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社タングラム 5011002030228 ビールを通して新しい体験価値を提供するデザインプロジェクト 水谷　弘隆

関東 東京都 荒川区 株式会社タカハシ栄春 3011501007455 Ｗｅｂ受発注システムの新規導入による事業再構築計画 西山　太郎

関東 東京都 文京区 株式会社ショウエイ 3010001003667 革新的裸眼３Ｄ広告・トリックバックライト広告による公共交通機関への新分野展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社マクロニクス 6010401114367 ウイルス対策に向けた中性電解水生成装置等の生産体制の構築計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ミレジム 7010001030245 富士山ナチュラルミネラルウォーターの製造及び国内外での販売 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 グリッドマーク株式会社 6010001087410 Ｄ２Ｃ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）モデルへの業態転換 株式会社京葉銀行

関東 東京都 大田区 有限会社庄克 3010802007214 再生可能エネルギー発電関連部品の開発・製造による新分野への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 世田谷区 南建工業株式会社 3010901008740 レーザー加工機の導入によるステンレス製厨房製品市場への参入 横浜信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社誠信製作所 6010101010858 コロナ禍において市場拡大が進む食品製造装置向け精密部品事業への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 ｐａｒｐａｒ株式会社 2010801028071 ＷＥＢコンサル業のデザインスキルを活かした衣料品リメイク・リペア事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社ユニエイム 4122001017123 ＰＯＳシステム開発技術を活かした決済システム提供による利便性向上 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 株式会社佃浅商店 2010801007348 冷凍食品の製造・販売による新たな販路の開拓と食品ロスの削減 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社永商 4013202013797 ペルシャから直接仕入れたノンケミカルの「ローズウォーター」を使用した基礎化粧品の製造・販売 長谷　有希央

関東 東京都 板橋区 株式会社ヨシケン 9011401006667 形鋼立体切断加工の新工法提案による新規事業開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 渋谷区 マツダミヒロ事務所株式会社 5390001005896 これまでにないセルフリトリート研修を組み込んだ新しい宿泊施設への挑戦 株式会社ロジヤ

関東 東京都 町田市 株式会社御雷 7012301011701 リモートレコーディングスタジオ構築による音楽制作のＤＸ化 河村　晴雄

関東 東京都 千代田区 株式会社観光ビジネスコンサルタンツ 3010001122319 ｅラーニング機能を持つ貸切バス業界向け　マイクロバス特化型ポータルサイト 税理士法人アカウンタックス

関東 東京都 中央区 株式会社ＧＭＳ 3010601049936 がんに苦しむ全ての方に最適な治療を可能にする　がん特化ラボの設立 ＮＸ税理士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社深田工業 6013101004607 設備とＩＯＴ導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 江東区 東京総合資材株式会社 1010601005370 五輪後の都心部再開発に向け、当社グループ企業と総力を挙げた仕上材市場への進出計画 株式会社紀陽銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社高橋内装 5011702015998 惣菜需要拡大を背景に健康面に配慮した本格惣菜を提供する惣菜事業への新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｆｕ 1011101089202 ブロックチェーン等の暗号資産関連の技術を活用した自社デジタルコンテンツ開発 中井　一

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｄｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 4010901032640 脱毛・ヘアメイクがワンストップで行えるトータルケサロン事業進出計画 駒田　裕次郎

関東 東京都 港区 ハニークローバー株式会社 8010701025626 コロナにより増加した在宅時間を快適にする家事代行のマッチングシステム 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社エイケー 6020001036028 感染対策を徹底した高級感のある完全非対面水風呂付き個室サウナの経営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社アコーズ 1011101073478 リモートワーク推進をサポートする情報共有アプリケーションの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＧＲＰ 9010401141251 日本初の完全自立・循環型トイレシステムのレンタル事業に挑戦する再構築事業 西岡　昭彦

関東 東京都 渋谷区 坂﨑彫刻工業株式会社 1011001008880 独自製法の大型高精度ダイカットロールで、医療・衛生用品市場への参入拡大する計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ライトスペース 9011101083957 「不動産仲介＋リノベーション」のパッケージサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 カリクラシ 無人営業のノウハウでランドリー事業と個室空間サービスを提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 2010401123751 遺言ネット 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 目黒区 左官株式会社 1011101051863 ユネスコの無形文化遺産登録された左官の技を後世に受け継ぐための事業 株式会社みなと銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｗａｔｅｒ　Ｘ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1010001199152 洗浄から乾燥までを自動で行う業界初ペーパーレス便座「Ｘ－ＴＲＥＭＥ」の開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 江戸川区 日本車輛洗滌機株式会社 5011701006049 清掃の３Ｋ業務解消に向けた、新分野の洗浄装置「小便器自動洗浄装置・側溝洗浄装置」の製造販売 朝日税理士法人

関東 東京都 豊島区 レオ　ワールド　ミュージック 立体音響技術等で新たな音楽シーンを提供する音楽スタジオ事業 東京東信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社東京地所 2011301014198 湯河原町にリゾート向けモデルハウスを建築、貸別荘として宿泊事業に参入 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 ウシヤマ電機株式会社 7010901013621 エシカル消費を喚起する和風テイストの空気清浄機の店舗・ＥＣ販売 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＳＧｒｏｕｐ 9010001183462 ＩＴ、ＩｏＴを取り入れ居酒屋（軽飲食）から焼肉店（重飲食）への再起をかけた戦い 福島　悠

関東 東京都 渋谷区 株式会社リッツジャパン 6011201016373 オリジナルウィッグの開発販売事業及び小規模美容室向け増毛技術スクール事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社アップ・アンド・ネクスト 7010601031163 海上でも快適なネットサービスの提供を実現 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 新宿区 株式会社萌 7011001023395 アパレルブランドライセンサーが立ち上げる栄養ジェラートブランド 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 大田区 株式会社桜エンジニヤサービス 7010801004547 希少技術を活かした半導体関連の新分野展開による販路拡大 横浜信用金庫

関東 東京都 東村山市 株式会社ＳＧ 4012701015354 池袋から３６５日ライブ＆ＶＲ配信「エンタメ横丁」プロジェクト 小松原　史雄

関東 東京都 台東区 株式会社ｊｉｉｋ 7010401110398 ＡＩ技術を活用した社内マーケティング支援事業による収益基盤安定化 高崎文秀

関東 東京都 練馬区 ＳＭＧ株式会社 7010401128606 日本酒専門の越境ＥＣアプリ開発による中国ＥＣ展開 魚谷　康行

関東 東京都 町田市 株式会社和広 6012301005448 トレーサビリティを実現するパワーユニット検査システムの構築 株式会社町田新産業創造センター

関東 東京都 大田区 株式会社家衛門 7020001110681 真鶴でコロナ禍で生まれた新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 渋谷区 有限会社パパエックス 6013202014100 主幹業務である音楽制作業に隣接する映像制作附帯業務の開業 若林　和子

関東 東京都 中央区 株式会社ツルクロ 9011501019222 衣服小売業から衣類コンシェルジュがサポートするコインランドリー事業への転換 税理士法人福島会計

関東 東京都 新宿区 有限会社Ｊ－ＡＲＴ 6011102009815 紙・Ｗｅｂ・ショップの立体的プロモーションビジネスモデルの確立 安川森平

関東 東京都 杉並区 特定非営利活動法人ＮＰＯ友愛サポートセンター 1011305001631 地域密着で重度者の受入れが可能な障害者グループホーム事業 西武信用金庫

関東 東京都 東大和市 株式会社ＡＳＢトラスト 8012801017874 営業省人化型住宅リフォーム事業 飯能信用金庫

関東 東京都 大田区 同和鍛造株式会社 6010801008284 高効率発電に使用する高合金材の鍛造加工と切削加工開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 アース有限会社 4330002031262 長野県の新鮮な野菜等の特産品の加工、販売事業 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社シーネスレホテル 8011001120076 民泊事業者・ベンダーパートナー向け会員制プラットフォーム事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂａｃ 2011001056672 美容室におけるＡＩ（アプリ）活用の美容口腔ケアサービス事業 片平　芳明

関東 東京都 世田谷区 株式会社リンクエヌ 4010901033936 地元に根差した新聞販売店による地域密着のフランチャイズ菓子小売業の事業計画 澤口良太

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＩＮＫ 7010701026591 ＳＮＳ連動型キュレーションメディア・プラットフォームの開発 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 葛飾区 株式会社八重鉄工業 9011701012167 鉄筋工事のＩＣＴ化により鉄筋技術を次世代につなげる 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｕｐｓ 6011002019030 デザイン思考による自社企画商品の開発とＥＣ・ギャラリーでの販売 大石　源治

関東 東京都 東村山市 株式会社アセット・アライアンス 6012701015583 居室の賃借が困難な独居高齢者専門の賃貸住宅仲介事業 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 中央区 株式会社ＺＯＥ 1010001127550 美容室向け　ＡＩ　活用の抗糖化ヘルステック事業 髙田　公子

関東 東京都 江東区 株式会社ＺＥエナジー 9010501030461 炭化テスト・炭化商品サンプルの製作による脱炭素化への貢献 中居　広行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＤｉｇｉＦｏｃｕｓ 5010001120782 ＡＩを活用した点呼・運行管理業務で物流・運送業の人手不足解消 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社川村インターナショナル 8011101004914 翻訳ＡＩの翻訳性能を向上させる学習用データの生産・販売 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 合同会社Ｌｅｎｏ 3010403019798 箱根彫刻の森でコロナ禍の新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 渋谷区 有限会社エンパシィ 7011002002010 本格的なオンライン芸能ライブを楽しめるデイサービスの運営事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社稲ノ部 2011001094243 スポーツ選手と連携して取り組むファン向け“推し”選手の育成・応援アプリ ベンチャーファイナンス株式会社

関東 東京都 豊島区 ＡＢＣ合同会社 2013303002404 自社ビル遊休スペースを活用した非接触型焼肉事業への進出 齋藤　義美

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｈｉｇｈｗａｙ　ｋｉｎｄ 8021001063662 逗子エリアの地域活性に貢献するセレクトショップの新分野展開 廣野　希

関東 東京都 江戸川区 平三郎商店 酒販店からアンテナショップへの業態転換と熟成酒コーナーの新設 榎本　博之

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｄ．ｃｏｕｔｕｒｅ 8013201017457 植物（枝葉物）の販売による新しい購買層に向けた新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社伊東ＮＣ工業 4012801004067 ワイヤー放電加工機導入による防衛装備品部品事業への新分野展開 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＩＱ 5011001104115 良質な音楽とミクソロジーカクテルを楽しめる「レコードバー」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 Ａｓｃｅｎｔ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 3010701026620 ＳａａＳ型の人材マネジメントシステム構築による新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社アイビス 5013201017609 ドッグセラピー型放課後等デイサービス＋ドッグ関連就労支援事業 大竹　貴司

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＥＴ 1011101079822 在住外国人顧客も大歓迎！美肌・ネイルサロン事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社長澤製作所 1012801003014 ＮＣベンダーの導入及び設備のネットワーク化による、風力発電市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＴＡＢＬＥ 1013301036470 凍眠によるレトルトカレー製造、セントラルキッチン開設及びＥＣ販売参入 野竿　健悟

関東 東京都 足立区 株式会社Ｓｐｏｒｔｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 4011201019015 最新のテクノロジーなどを導入した「多機能型フットサル場」の運営 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＭＲＳ 2011101073312 日本初！航空教育の聖地を目指して「空飛ぶ学び舎ラボ」の開設 本多　剛士

関東 東京都 葛飾区 株式会社エフジェイケイグローバルサービス 9011801031281 デジタル介護技術を活用したお泊りデイサービス市場への進出事業 野竿　健悟

関東 東京都 江戸川区 株式会社フリースタイル 5011701019802 コロナ禍の新しいニーズを満たした大型ドッグラン付き一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 新宿区 株式会社ヒプスター 2011101087048 高度ＩＴ人材育成のための教育プログラム事業 ＳＷＯＴ有限会社

関東 東京都 稲城市 中央電子システム株式会社 3013401001959 監視カメラの製造業者が車載発電機を開発し、食品の低温輸送に貢献 福田　秀幸
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関東 東京都 中野区 株式会社サラシリーズ 5011201019682 コロナ禍で生まれた新たなニーズに対応した「宿泊施設運営」で事業を再構築 上田　和成

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社スワテクノス 4013101001382 先端レーザー加工機を駆使したジョブショップサービス 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社共輝 7030001125910 区内初！児童発達支援と相談支援、保育所等訪問支援によるＳＤＧｓの実現 伊東　修平

関東 東京都 北区 株式会社ＭＡＴ 5013301038158 スイーツのテイクアウト店とネット販売による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

関東 東京都 文京区 株式会社光文社 4010001002610 生活を豊かにする商品・サービス創出をサポートするクラウドファンディング事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 シーホース バーのノウハウと菓子研究家のスキルを活かしたカフェ事業への転換 西京信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社ミューテック３５ 6013401000743 ファイバーレーザ溶接機を使った製品で医療、ロボットなどの先端分野へ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヴェンティウーノ 1011001031602 既存アパレル事業の強みを生かした郊外型高級焼肉事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 クラヴィス・リアル・エステート株式会社 4010001114505 不動産業から先端デジタル型インドアゴルフスクールへの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ナチュラルニュービレッジ 2180301017120 アフターコロナも見据えた室内ゴルフ事業への新規参入 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 八王子市 株式会社ロッソ 1010101004220 小規模オートメーション機の開発による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社惠桜不動産 6011001109526 不動産のプロフェッショナルが届けるコロナ対応型住宅の建築販売 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社インターステーツトレーディング 3010901027765 水産副産物の卸売業に加えて水産副産物の製造業への新分野展開 村上　康夫

関東 東京都 世田谷区 株式会社３Ａ 5010501032627 ＢＴＯ生産による機能特化型デスクトップＰＣ製造販売 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジーエル 3010901032402 セミオーダーのハンドメイドマーケットプレイスへの業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社内村精密技術研究所 3010801001291 汎用旋盤職人が挑む大型・長尺・特殊鍛造完成品の一貫生産事業 城南信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社中正紙工 1010602006698 デザイン性の高い水引の内製化による高付加価値商品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 大田区 株式会社マゲトップ 2010801027288 大型設備投資で新製品・新規事業を開始し、将来を見据えた主力事業を構築 櫃間　霞

関東 東京都 港区 株式会社ｈａｕｔｅｃｏｕｔｕｒｅ 8020001082210 著名人からの動画メッセージ事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社イタリアンイノベーションクッチーナ 8010702009850 東京野菜・窯焼きピッツアを売りにしたＮａｔｕｒｅ／Ｐｉｚｚａ　ＴＯＳＣＡＮＡの出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＭＯＴＨＥＲＳ 9012801007981 コロナ長期化と地域需要増加を捉えたオープン空間の飲食店展開による業態転換 若杉　拓弥

関東 東京都 足立区 クリマ　ディ　トスカーナ イタリア・文京区・未来を紡ぐピッツェリアによる新分野展開 吉田　竜彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社コア・クリエイション 6010701019654 中小・小規模飲食業者向け業務一元管理システムの提供 経営サポート株式会社

関東 東京都 新宿区 竹原商店株式会社 6011101012415 調味料製造メーカーから脱却、調理食品製造メーカーへの事業進出 井深　敏彦

関東 東京都 渋谷区 ティースタイル株式会社 4010401080108 お客様に喜ばれるサービスを盛り込んだ「究極の一日一組限定宿」の新規立ち上げ さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 有限会社金太楼仕入部 1010502003036 生鮮食品卸売業の食料品製造業（セントラルキッチン）新規開始による事業再構築計画 城北信用金庫

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 関口製作所 高精度マシニングセンタ導入による半導体製造装置用部品への新分野展開 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 港区 株式会社ＦＵＪＩＮ　ＴＲＥＥ　ＪＡＰＡＮ 3010401144177 台湾ミシュラン一つ星獲得レストランによる台湾食パン製造販売事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｓｗｅｅｎｙ 2010001117625 新規顧客の獲得に向けたテイクアウト・デリバリー事業による新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＭｉＫｕＴＡＹ 5010401099403 飲食店厨房機器洗浄機向けの革新的な排熱回収装置の直接販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 タックス株式会社 3011401004032 ロボットを用いた重研削研磨事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 Ｚｅｎ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｌａｂ株式会社 6011101065504 ウィズコロナ時代に対応するアンチエイジングサロンへの業種転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 八丈島八丈町 八丈島酒造合名会社 6010003015765 試飲場と宿泊施設の新規開業 七島信用組合

関東 東京都 江戸川区 株式会社ウメザワ 7011701001089 地域創生とＤＸ化を実現するＳＤＧｓ可視化アプリの開発 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 練馬区 株式会社つかれ酢本舗 9030001118994 化学薬品・原材料業界の働き方改革　業界特化型サンプリング事業 税理士法人ＡＳＵＷＡ

関東 東京都 中央区 株式会社平和エンタープライズ 7010001056513 千葉県富浦の災害復興と当社の業績回復を両立する貸別荘事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 台東区 アドバーンスド・テクノロジー・ジャパン株式会社 9020001094163 新たなエネルギー需要を背景にバイオマス炭化燃料事業への参入による売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 港区 株式会社インベスト 8021001054075 最新機器を導入したインドアシュミレーションゴルフの無人運営事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社スモールエレファント 8410001010494 ＹｏｕＴｕｂｅを活用した通販事業お散歩ショッピング ちば国際税理士法人

関東 東京都 江戸川区 株式会社ジーエンス 2011701010094 ウェブサイト制作での動画撮影ノウハウを活かし、ドローンを使った動画撮影事業に挑戦！ 高田　直美

関東 東京都 板橋区 有限会社東田紙工所 8011402006279 匠の技とデジタル技術の融合で印刷から製本の一貫体制を構築，あなただけの一冊をお届けする。 川口信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ワールドフュージョン 9010001061107 肌ビッグデータを活用した肌フローラ予測情報提供サービス 森野　英昭

関東 東京都 町田市 有限会社フォーナイト 1012302005864 ラーメン店主のゲストハウスを起点とした、地元阿蘇の町おこし 町田商工会議所

関東 東京都 港区 有限会社ソシエテ・シュマン 2010402031284 フランス料理店が目指す持続可能なワインによるビジネスモデル 佐川拓次郎

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｒｅｖｉｔ 2010401155324 ネット広告代理業のノウハウを活かしたパーソナルジムへの展開 保坂　弘達

関東 東京都 大田区 株式会社麵食 4010801011843 日本人に寄り添った味と現地の空気感を楽しめるアジア食堂の展開 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エス・プランナー 2010001109151 事業の多角化によるＳＤＧｓ・ＤＸ・社会課題の解決 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 東京都 港区 オーパス北海道株式会社 3010401144012 常温流通可能な半生麺の新規製造による食品スーパーマーケット市場への進出 神田　佑介

関東 東京都 台東区 株式会社キャスコーポレーション 9010501033596 「ペット同伴ホテル・ワーケーション」の提供 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 調布市 株式会社戸井田製作所 1012401008231 メイドイントーキョーＸスポーツカスタマイズパーツ事業の展開 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 中央区 株式会社東京ベイトロットクルーズ 7010401087397 インバウンド向けクルーズ事業からオーシャン終活セレモニーへの業態転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社ＮＪダイニング 6011501021453 環境負荷軽減をテーマとしたプラスチックリサイクルのための再生材料加工製造 佐藤淳

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＲＫ 8230001006296 自分だけの家具を！アフターコロナを見据えた新生活様式の提案 小松川信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎ 2010401098977 美容市場でのオンラインＥＣサービス及び在庫・配送管理システム構築事業 豊島絵

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｅｘｉ 5011001124063 オフィスの直接取引を実現するマッチングサービス開発による新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 練馬区 株式会社ジャパンホームベーキングスクール 3011601003354 「経営資源×ＬＭＳ導入」によるオンラインスクールへの業態転換計画 株式会社南都銀行

関東 東京都 渋谷区 クロノバデザイン株式会社 6011001098224 日本の原風景にてワーケーションを楽しんでもらう「里山プロジェクト」の実施 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 豊島区 白山商事株式会社 7013301016731 アルミ電線用接続端子の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社フェリクシード 9430001062533 不妊治療サポート（良質な採卵等効果的な体外受精を促進する血液検査） 株式会社北海道銀行

関東 東京都 港区 イヴレス株式会社 7120001060561 女性が抱える心と身体のリトリート事業 川﨑　良隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＫ商事 5030001087830 軽井沢からアジアへ発信！地産地消アジアンフードが少子高齢化を打破 白川　淳一

関東 東京都 台東区 株式会社アプレ 8030001037849 ブロックチェーン技術を活用した高額リユース品売買システム『ＡＰＲＥＸ』運営 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社サードカルチャー 7011001008685 ３Ｄ　技術を用いたＥＣ　構築による婦人服の製造と非対面の販売 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社キャリアプラス 7011101071708 イベント業から投げ銭サービスへ思い切った業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 目黒区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＴＯＲＩＣＯ こころも身体も大満足！！毎日通いたくなるサンドウィッチ店 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｚｅｒｏ　ｔｗｏ　ＴＨＲＥＥ 1010401136465 「別荘の設計・内装」と「フラワーアレンジメントのサブスクリプション」のトータルパッケージ事業 芝信用金庫

関東 東京都 杉並区 田中商事株式会社 5011301004254 超高齢化社会へ対応するオンライン葬儀の導入による少人数・低価格の「小さなお葬式」対応型施設の新設 東京信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ケイエムアドシステム 3013301003923 バスの音声広告オンライン化によるまったく新しい地域「情報」の提供 東京信用金庫

関東 東京都 八王子市 日本鉄構建設工業株式会社 6010101002913 溶接能力向上・工程最適化と多能工化による鉄骨コアの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社テクノエコ 7010901007747 地盤改良工事施工部門の創設 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社松浦製作所 2010801021869 高精度５軸マシニングセンタ導入による医療用金属インプラント製品への新規参入 税理士法人ＧＮｓ
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関東 東京都 千代田区 株式会社ダイナ・ワークス 3011801028003 アニメグッズのニッチトップを目指すアクリル系グッズ事業の業態転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江東区 有限会社馬場紙工 3010602029193 封筒以外の印刷物への参入 興産信用金庫

関東 東京都 府中市 有限会社伊那製作所 3012402000334 自社の強みを活かした半導体製造装置周辺部材市場への本格参入事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アドレイ 9010001035903 介護従事者向け安心安全サポートの目「ケアカメ」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 豊島区 Ａｓｎｅｔ株式会社 2011201018225 アスベスト除去工事のノウハウを活かした新規事業で経営基盤を強化 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 中央区 株式会社エレオ 1240001047065 低炭素社会と国土強靭化を両立する重要インフラ向けＬＰガス式全自動発動発電装置事業 米森　達也

関東 東京都 足立区 ソリッドゴー株式会社 5011001135713 コロナ禍でもライブ気分！アーティストとファンをつなぐライブ型ＥＣ事業 伊藤　央

関東 東京都 羽村市 株式会社ワールドビジョン 1013101005618 ラストワンマイルを担う宅配事業者向け業務改善アプリの開発、販売による新分野展開 一般社団法人バリューアップジャパン

関東 東京都 千代田区 株式会社エーテル 2010401133668 オンライン・オフラインを融合する、コロナ禍でも楽しめる飲食店の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 葛飾区 東京金属工業株式会社 7011801003118 ＢｔｏＢペンクリップ事業から、ＥＣサイトを活用したＢｔｏＣ文具販売事業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＯＫＵＲＡ 7010901036548 ファンマーケティング運用支援ツール「ＦＲＭ」の開発 税理士法人神田計理．ＳｅｃｏｎｄＣＦＯ

関東 東京都 渋谷区 株式会社リディファインダイニング 1011001113474 ウィズコロナ時代にも集客が見込める新業態「焼肉店」の新規展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＦＡＭＩＬＹ 3010001168254 培ったＩＴ技術を利用した熊本発、廃プラ再生（ＳＤＧ’ｓ）事業への進出 大阪信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ミライズ 4010401130936 売上最大化実現の革新的クラウドＳＣプロモーションへの業態転換 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社太陽商事 8011101059842 海辺の上質なグランピングの提供で、Ｖ字回復実現と地元房総へ貢献する事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 板橋区 合同会社Ｊ．ＢＲＩＤＧＥ 4011403003048 一般消費者をターゲットとした韓国飲食料品小売業への事業転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所 Ｗｅｂシステムを活用したオンライン格安相続税申告サービスの実現 塚田　芳久

関東 東京都 世田谷区 レヴェイヨン 地方初の薪窯焼パンのテイクアウトを併設する本格フレンチレストランを東京から移転開業 山形県商工会連合会

関東 東京都 台東区 有限会社筑波ホテル 1010502007268 宿泊運営事業からＣｏｌｉｖｉｎｇ運営事業への事業再構築 税理士法人ユナイテッド

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｓｔｒａｎｇｅ 2030001120255 店舗型ビジネスの好循環を生むツールの開発提供 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｍｉｒｒａｉｅ 4010901043695 表参道での美容のトータルビューティーサロンとしての事業拡大 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ　Ｆｅａｔｈｅｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 2011001124933 日本企業のアフリカビジネス創出に向けたオンラインプラットフォーム構築事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社リパック 1010001008461 既存の物流システムを利用し、産地直送の有機野菜を販売、都心住民と地方農家をつなげる事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社ＢｌａＴｒａｄ 6013101006314 拡大するロボット掃除機市場におけるリペア・リセール新事業展開 株式会社コンサラート

関東 東京都 荒川区 タイガーモブ株式会社 5011501021405 社会課題へのアクションから学ぶオンラインプラットフォーム事業 城北信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社コントレイル 1010001156806 スペシャリティコーヒー焙煎製造事業の立上げによる既存事業とのシナジー事業 北野　孝志

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇ－ＷＯＲＫＳ 4010001178459 企業のＤＸに対応できるデジタルスタジオを建設して総合ヴァーチャルコンテンツプロダクションへ事業転換 株式会社百十四銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社武蔵ブライダルズ 5012801003150 婚礼衣装セットセンター事業によるブライダル業界全体の再構築の実現 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 株式会社アイティープラス 3012401009616 独自食材調達ルート／高い商品力を活かしたＥＣ展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＥＡＡＨ 9011001110563 出張者向け観光散策サービス 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社九石興業 9011001058068 店舗での対面販売（外食事業）から冷凍食品等の製造・販売への事業再構築計画 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社スプレッドオーバー 6011001118642 ＶＲオンライン接客プラットフォーム（ミニクル）の構築 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｈｉｂａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ 6010401152730 ポルトガルスイーツ製造Ｄ２Ｃ小売販売とハンバーガーデリバリー／テイクアウト事業への新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡＬＥＸＡＮＤＥＲ＆ＳＵＮ 1011101051979 コロナに打ち勝つ！京都でイベント型店舗集約事業への挑戦。 神　貴知

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォロアス 8011001101943 訪問型からオンラインへ！人事掲示板でユーザー交流＆顧客獲得 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社グレイス 6010501029886 遊戯台卸業者が「日本一のガトーショコラ」販売へ、地域限定商品開発で新規市場開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 イーコーポレーションドットジェーピー株式会社 1010001067375 リカレント教育に寄与する、ＤＸ化された教育・資格・検定試験管理システム統合プラットフォームの開発 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＯＤ 6011001131372 有機物を素材とした３Ｄプリンタによる家具・什器プロダクトの製造事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＡＰ 1011001052177 未経験からＯＫ！生活安定を望む女性にＩＴエンジニアという選択を！ 西武信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ＴＫＡ　ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3011601024986 明治時代の家屋をワーケーションや田舎暮らしを楽しむ場として活用 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ズノー 1010401070854 データマイニングシステムのライセンス販売及びデータを活用した　分析・マーケティングリサーチ等のコンサルティング 坂上　志歩

関東 東京都 新宿区 株式会社ステイハングリー 9012401025698 クラフトビールの製造・販売（ブルワリーの設立） さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社バディット 3010403021936 ＳＮＳ機能を備えた音楽サンプラーアプリの開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 冨士芝産業株式会社 6010801010208 幅広い生産対応力を活かした次世代水素燃料電池システムの架台等製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 ＭＩＲＡＩ－ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ株式会社 9013201018792 オンラインで完結する「どこでもみどり荘」プラットフォーム事業 服部　峻介

関東 東京都 台東区 有限会社日進パートナーズ 3010502022570 日本のゴミを減らす！廃プラスチックを資源に変える製造業への進出 田中　良幸

関東 東京都 渋谷区 シンク株式会社 7011001046909 醗酵調味料の定期購買型ＥＣ事業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＮＣＥＮＴ 2011001053694 洋菓子の知識、技術を活用したテイクアウトのベーグル専門店の開業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社アグネス 5011101060860 オープンテラスでカフェやワインを楽しめる飲食店への事業転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 府中市 有限会社目黒 5012402002758 伝統技術と知識を継承！生産者含む寿司業界全体を守る「オンライン寿司講座」の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社赤坂柿山 9010401000127 実店舗に依存した経営体質脱却に向けた業態転換 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社エイチ・ティー・サービス 9011301018589 プロスポーツをしている学生の支援に特徴をもつ通信制高校のサポート校の設立事業計画 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社青津エンジニアリング 2011701001944 既存事業ファインセラミックス加工で培った高精度技術をベースにした除菌殺菌市場への参入 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ 6010601049677 女性の活躍を応援するシェア型美容サロンの開設による新分野展開 山本　琢真

関東 東京都 大田区 合同会社Ｇｒａｎｄ　Ｃｏｅｕｒ 1010803002109 民間案件に対応した入札企業および案件情報データベースサービス 藤田　智代

関東 東京都 江東区 大槻デザイニング株式会社 2010601043824 案内物印刷事業とハイブリッド型集会を組み合わせたワンストップサービス 稲葉　隆治

関東 東京都 品川区 株式会社松浦製作所 2010701009213 空家の改装活用と遠隔運用によるデジタルデータ処理サービス事業 税理士法人ブレイン

関東 東京都 八王子市 梶原機械株式会社 9010101000815 八王子地域プラットフォームとの連携による半導体製造分野への挑戦 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 ＮｅｔＢａｓｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 4010001175431 ポストコロナのグランピング需要増加を捉えた宿泊事業開始による新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 板橋区 株式会社ライト製作所 2011401006896 業界初の大型医療機器の超短納期での量産化ソリューション 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社東京ユニオン紙工 2011802016156 薄型パッケージ開発による新規市場への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本データネットコミュニケーションズ株式会社 2010001128242 クラウド型中小企業向けＩＳＯ構築および維持サービスへの業種転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 足立区 株式会社大同工業 4011801009407 曲げ加工工程の刷新による、制御盤等の筐体部品製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｌｉｎｋ＆Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9021001063876 医療系スタートアップ企業を専門に支援するビジネス・インキュベーション事業 西京信用金庫

関東 東京都 三鷹市 株式会社大沢ガーデン 6012401020256 みどりの庭園に浮かぶガーデンカフェ―テレワーク時代に応えて― 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ネイス 9011401021245 産業廃棄物からバイオマス燃焼生成プラント事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 株式会社サンコーフオト 4120901006526 プロの機材と技術提供が可能な次世代スペースレンタル事業への転換 伊藤　文彦

関東 東京都 台東区 株式会社ＵＰ 9010501038109 地域最多の練習部屋数完備の非接触型個室バーチャルゴルフ練習場への業態転換 丸山　達也

関東 東京都 江戸川区 株式会社フジケン 3011701014490 江戸川区から職住近接に最適な高品質レンタルオフィス展開事業計画 和田　榮一

関東 東京都 世田谷区 インフィルデザイン株式会社 2010901027031 ＡＩとブロックチェーンを活用した「共創」による小規模工事受発注支援システム 水谷　弘隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーク・ジオ・サポート 1011001044505 ３次元物理探査システムを用いた地質調査業務の事業化 税理士法人山田アンドパートナーズ
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関東 東京都 台東区 松井鋼業株式会社 7010501012841 溶接ロボット導入で溶接工程の内製化を図る業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社日本橋丸玉屋 9010001057286 「花火×ドローン」花火クリエイティブチームが創出する新規ショービジネスへの挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社狩谷車体工場 9010102002018 先進安全自動車と水性塗料者に対応した自動車整備塗装事業者への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社デルタマーケティング 1010001159585 特定技能外国人向けのサービスを多角化する新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 千代田区 エイネット株式会社 4010001011859 画面通話の技術を活用した在宅見守り介護支援サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社北畑栄建築研究所 2011202001725 古料亭を活用した旅館運営チャレンジ事業 久保田　昌宏

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｆａｍ’ｓ 3011001114058 １人１人の発育に適した情報と商品を提供する子育て支援ＡＩシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 板橋区 アールプロセス株式会社 9013301016201 イラスト用技術である補色印刷の写真への適用による業態転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社バランス・イースト 8010601030263 アパレル開発・卸売ノウハウを活用した最新の微生物測定器開発・販売事業 米森　達也

関東 東京都 墨田区 株式会社原製作所 2010601035945 複雑形状射出成形と大ロット生産に対応し成形加工業の総合力向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社サンエム 3013101001730 半導体関連部品製造における加工技術の高度化による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 ＳＴＡ　Ｊａｐａｎ株式会社 7030001120250 お一人様特化の焼肉店ブランド「焼肉ライク」の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 第一資料印刷株式会社 2011101012708 絵本自費出版・マッチング支援プラットフォームの構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 大田区 東京電制工業株式会社 7010801007847 再生蓄電池制御システム市場への参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ヘルスケヤめぐみ 2011101074698 通所介護（デイサービス）から障害者グループホームへ 山子　顕

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＯＲＩＮ 6011101074001 ライブ配信ビジネス構築パッケージシステム 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社エイトプロダクト 2010501037224 原宿のファッションブランドの海外展開向け商品の開発・流通支援システムの構築 株式会社シャイン総研

関東 東京都 八王子市 有限会社イー・キュー 3010102011180 人材・機材・地方ロケ手配まで、「ワンストップ型ハウススタジオ」で動画市場へ参入 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社イーフューチャー 4010501031737 「ハラールフード販売を通した日本・イスラム文化交流」サービス 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 渋谷区 ＮｅｕｒｏＴｅｃｈ株式会社 8011001116248 ＩＴエンジニア人材マッチングプラットフォームで業界課題に貢献 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社てっぺん 4011002035450 渋谷発、「体の状態の向上」を図る新規ビジネスの構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 有人家株式会社 6010003022761 越境ＥＣによる日本製化粧品・美容品の販売 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社キュアテックス 9010901021457 和紙繊維〈ＣＵＲＥＴＥＸ®〉を活用した循環型モデルパーク建設事業 後藤遼太

関東 東京都 八王子市 ワンエイティプラザ 非接触、キャッシュレス、ＩＯＴ対応、ペットシャワー完備の最先端郊外型コインランドリー事業への挑戦！ 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 アイ・エル・シー株式会社 5010001136309 卸売業で培った企画・設計力を活かす国内一貫生産への新分野展開 株式会社大光銀行

関東 東京都 目黒区 快適ライフサービス株式会社 5013202007229 ＡＩ技術を活用した非接触型トレーニング提供による新分野展開事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 文京区 新日桜株式会社 6013301036573 中国人留学生向け生活用品ｅコマースアプリ「さくら生活館」事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社スカイホーム 2010801005839 ２４時間完全個室のシミュレーションゴルフ事業の展開 河合　翔太

関東 東京都 港区 株式会社末吉ネームプレート製作所 5010401014790 デジタルラベル印刷機の導入と工場の新設による食品分野への新展開 川崎信用金庫

関東 東京都 三鷹市 未来人材日本株式会社 2010001202294 世界初のＩｏＴ搭載家庭用綿あめ＆ポップコーン機による売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 目黒区 アルティザン・アンド・アーティスト株式会社 9013201000412 Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎのこだわりの逸品を直接ユーザーに届ける越境ＥＣサイトの構築 桜内　文城

関東 東京都 新宿区 株式会社ジェーアールケー 1011101041088 アプリ・クラウドを利用した中小飲食店向けランチデリバリーサービス、サービスステーション提供による攻めのビジネスへの転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社エイプリル 3010001011851 シミュレーションゴルフの導入で水着アパレルからゴルフ産業へ新分野展開 税理士法人さくら税務

関東 東京都 大田区 株式会社マイスターズ・ユニオン 2120001181809 板金部品内製化による業態転換事業 松下　隆信

関東 東京都 港区 ウリドキ株式会社 5010701030190 オンライン完結型事業モデルのリユース品売買取引プラットフォーム展開計画 汐留パートナーズ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ラーニングデザインセンター 3010401050086 アクションラーニング手法を活用したインターンシップ事業への展開 児玉　直樹

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＲＯＳＳＢＲＡＩＮ 6011101066931 建築士受験のための予備校ビジネスに新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 中央区 株式会社ジーアールイー 9030003006719 空きスペース、古民家活用！新潟上越発！【プラットフォーム型】リモートワーク施設マッチングサービス」 東京商工会議所

関東 東京都 あきる野市 株式会社ヴィンヤード多摩 9013101006955 ワイナリー施設「アリスファーム」を活用した体験型観光事業の取組み 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 小僧ｃｏｍ株式会社 4010001115288 ＲＦＩＤを活用したゴミ回収業務自動化システムの開発 東京中央税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＥＥ’Ｓ 9011001072589 成婚率向上により明るい未来へ！女子アナウンサーによる結婚相談所事業 新酒　芳斗

関東 東京都 台東区 株式会社ベター・テック 4010601047889 小規模飲食店向けＱＲオーダーシステム「Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｅｌｆ　ｏｒｄｅｒ　（モスオーダー）」の開発 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 江東区 グリーンナチュラル株式会社 4010601035563 青果卸売業の強みを活かした弁当製造および宅配事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 千代田区 ＳＨＩＦＴ－ｘ合同会社 6010003032298 都市生活者と屋久島町の課題を解決するワーケーションと宿泊研修施設 鹿児島県商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ウェティスタジオ 8010401138604 Ｃａｆｅ併設・太陽光を使った　新しい非接触型動画撮影・配信スタジオの実現 小畑　満芳

関東 東京都 千代田区 大＿工業株式会社 4070001019574 次世代型自動販売機の自社一貫生産体制の構築で実現する新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 品川区 株式会社クリエイティブキャスト 3010701015045 大胆にＤＸ化を進めた新しいタイプのリゾート宿泊施設の開設 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 中央区 ＫＳ情報システム株式会社 4011101071751 国内のエンジニア不足を補うハイクラス外国人のＩＴエンジニアの人材マッチング事業 伊藤　文彦

関東 東京都 大田区 株式会社ルーチェ 7010801020602 日本初！健康と美を届けるプーファフリーＥＣ販売事業 小林　孝至

関東 東京都 目黒区 株式会社アッカ・エンタープライズ 6013201012600 特殊冷凍機による加工食品のオンライン販売事業 塩津　友輝

関東 東京都 港区 株式会社アーセック 5010001181040 バイオガス消化液処理設備の国内総代理店業務の立上および設備リース事業へ進出 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 ＢＯＮＤリゾート株式会社 7012801008338 旅行代理店の企画ノウハウを活かした貸切キャンプ場事業への新分野展開 尾亦　周平

関東 東京都 千代田区 ブルーム株式会社 8010001183273 仕出し弁当専門のプラットフォーム構築プロジェクト 高柳　哲也

関東 東京都 品川区 ＣＭエンジニアリング株式会社 9010701024949 「自律型・低消費電力センシングプラットフォーム」の開発と販売 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 東京建鉄株式会社 1011401006939 切断および曲げ加工の合理化による短納期生産プロセス構築 東京信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｐｈｏｅｇｅｎｄ 2011001108936 最先端のドローンを用いた赤外線検査サービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 目黒区 サクマ製菓株式会社 3013201014847 いちごみるくキャンデーをより一層ご家庭に！　洋菓子用フレーバー分野に進出 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社谷口楽器 2010001022040 音楽教室事業および顧客管理強化計画 税理士法人熊谷事務所

関東 東京都 台東区 株式会社実聡 7010601052985 学びと健康をサポートする民間学童の開設 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社２１インコーポレーション 7010001053915 環境に優しいバイオプラスチックを使用した「木曽の天然湧水」商品化への取組み 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 新宿区 京生麩のお店　愛麩 アレンジした京生麩と古くから人気が高いうなぎ料理のコラボ店を開く計画。 京都中央信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社奥運送 4012301000509 重量物機械運送業から半導体装置関連対応の総合サービス業への躍進 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社モンテグラート 3011001056044 新製品開発における非対面展示会及びＥＣ化への転換 マジェステ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ファイブ・エフ 7010001115112 新たなゴルフの楽しみ方を提供するインドアゴルフコースの開設 岩城　哲夫

関東 東京都 港区 メロン株式会社 2010401101930 遊休地を利用した港湾事業【外浦ベースマリン事業】 税理士法人コンウェイ

関東 東京都 文京区 株式会社ＣｏＣｏＲｏ 9010001195136 巫女アイドルと神社神道の融合によるサブカルイベント事業進出 株式会社マイティータンク

関東 東京都 港区 株式会社パンケーク 6010401139637 消費者ニーズ特化型の住環境ＷＥＢメディアの運営と送客サービス 高柳　哲也

関東 東京都 あきる野市 株式会社黒茶屋 9013101003317 老舗懐石料理店が挑む「至極のスモール・ラグジュアリー」事業 西武信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｓｐｉｒｉｔ　ｏｆ　Ｗｏｎｄｅｒ 2011301025088 輸入文具の卸売業から健康支援機器販売用の自社ＥＣサイト構築 南青山税理士法人

関東 東京都 練馬区 コンドルタクシー株式会社 7011601004497 タクシー業界を救え！配車代行サービス立上げによる新市場展開事業 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社イソダメタル 3010801000921 風力発電機用軸受の生産体制確立によるコロナ克服と収益基盤の強化 城南信用金庫
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関東 東京都 文京区 株式会社染谷尚人事務所 3010001128431 美術業界のＤＸ推進と日本アーティストの世界進出を促進するプラットフォームの提供 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 ＡＩＤＥ株式会社 3011001128999 ＮＦＴを活用したアートプラットフォームの構築 金﨑　卓也

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＰｉｎｎｏ 9122001014727 共通検索フロントシステムの開発と提供 あいわ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ココ・クリエイト 1011001095606 地域初！エンタメサービスを提供する住宅型有料老人ホーム事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 豊永投資株式会社 1010401118950 箱根で人気の台湾点心カフェがプロデュースする本格的グランピング施設 但馬信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヒットマン 7011001019633 中津川プロジェクト　オリーブオイル製造販売（関連商品輸入含む）、およびアグリツーリズム事業化計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社神美 2200001012897 ヒト幹細胞培養液を原材料とした顔用化粧品の開発・販売による新分野展開 田村　洋平

関東 東京都 八王子市 有限会社佐藤ニット 4010102002996 ホールガーメントニットの異分野展開と直販開始による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社太新 9010001171434 沖縄水産業を盛り上げるサスティナブルな「琉球すぎ」一貫養殖販売モデル開発 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社ワイエムジーワン 9010601016138 カーラッピングの啓蒙による人材育成・女性活躍推進とデジタル化 経営サポート株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社エフアイエージェント 3011001071893 ＷＥＢから誰でも検討できる「ＡＩによる保険提案サービス」 水谷　弘隆

関東 東京都 江東区 株式会社マザーエンタテイメント 9010401092701 横浜の新たなランドマークとなる複合型体験施設「アソビル」の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社シェフズバンク 6020001084786 パーパス型プラットフォーム提供によるシェフとプロジェクトの新価値創出 大坪　要

関東 東京都 港区 Ｊ．ＦＡＳ株式会社 6290001029054 ３者連携による最新設備と独自技術で製造する国産リキュールの輸出事業 谷口　修

関東 東京都 西東京市 株式会社加賀設備 8012701010145 ３次元測量を用いた、建築物・空間のデジタルアーカイブ化事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 文京区 有限会社Ｆｅａｔｈｅｒｓ 7010002042966 テレワーカー向けコアワーキングカフェへの業態転換とレンタルスペース提供による地域貢献 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 ホクトシステム株式会社 3010001056938 不動産物件情報と連動した日本唯一の商圏分析サービスの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 港区 ガルファ株式会社 7010401058357 自動動画編集アプリの開発とブロックチェーン技術を活用したＳＮＳアプリ運用事業 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社トゥジュールヴェール 4010401075470 自然×食にフォーカスしたウィズコロナの時代の観光サービスへの挑戦 株式会社北洋銀行

関東 東京都 小金井市 特定非営利活動法人カッセＫＯＧＡＮＥＩ市民起業サポートセンター 5012405001930 ワーケーション×農業で小金井に癒しと活力と地方との繋がりを！ 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社テンカラット 4011001035121 芸能プロダクションの強みを活かしたライブコマース事業への進出 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 ＭＥＧＡＬＯＰＯＬＩＳ株式会社 1011101087049 広告代理店事業から新たに「放課後等デイサービスへの参入」による事業転換 税理士法人ベストパートナー

関東 東京都 港区 リーズンホワイ株式会社 8010401094698 がん治療薬のエビデンス収集を支援する事業再構築事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社クライマーズ 8011101050173 プロカメラマン考案！かゆいところに手が届くハイブリッド型レンタルスタジオ 竹谷　一貴

関東 東京都 世田谷区 有限会社ジャパンプロアーツ 1011002035610 ベトナムと日本を繋ぐオンラインビジネスプラットフォームの運営 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 千代田区 ＪＡＧＡＴオンライン試験システム株式会社 4010001102914 学習支援、就職支援分野におけるＤＸ推進による外部環境の変化に対応できる企業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社シーズ・ワン 5010901014869 コミュニティホスピタルと”ぽじえじ”型介護を中心とした地域包括ケアシステムを全国１００拠点で！ 株式会社きらぼしコンサルティング

関東 東京都 大田区 栄和印刷株式会社 7020001068929 印刷物のオンライン受注とデジタル化 税理士法人東京さくら会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ステムズ 9011001042047 清涼飲料水の製造から低アルコール飲料製造への新展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社グラナダ 7010001132289 レストラン業態の転換「ピザ製造・物販化事業による新分野展開」 笹本紀靖

関東 東京都 港区 株式会社マスターシップス 5010502017610 オンライン型レッスン・マッチングサービス計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社エクセルシア 8010901015823 高機能排せつ処理剤を用いた災害用トイレから医療現場へ応用展開する事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社白興 6011501008269 クリーンルーム新設による精密機器メーカー等への進出 森内　康裕

関東 東京都 国分寺市 株式会社ＯＨＡＮＡ 1012701014359 ドッグカフェを併設した地域密着型トリミングサロン事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＢＡＬ 3011001136416 地方自治体ＸＲアンテナショップ事業の創造 服部　峻介

関東 東京都 八王子市 株式会社ミュークル 8010101014799 八王子市内初の音楽療育特化型障害児通所支援事業所の開設 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 江戸川区 株式会社マルカメイト 8011101020267 需要が拡大する銅箔製造ライン向けの高精度大型ロールの量産体制の確立 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ネイティブクリエイション 5011101049375 ＳＤＧｓ関連プラットフォーム事業への進出及び市場の新たな価値創造 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社浜田製作所 8010601014142 建築金物の技術力を活かした金属家具製造事業への進出計画 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 ファイン・エコ・ソリューション株式会社 7010001179470 ＩｏＴを搭載した急速充電用リチウムイオン電池の製造・販売への業種転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社リバード 7011001117528 皮革技術の再構築とＳＤＧｓによるアウトドア雑貨の企画・生産・販売 市原　薫

関東 東京都 新宿区 株式会社テックヒューマンリソース 8011101075798 プライベートサウナ（公衆浴場）業・同設計デザイン事業 野中　敏博

関東 東京都 東久留米市 株式会社フーディ・テクノ・サービス 3012701009233 食肉端材を活用したオリジナル食肉加工食品製造業への新分野展開 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＩＭＰＬＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 4010001118530 ハワイ食材を提供するリゾートハウスＢＯＷＬ　ＲＥＳＯＲＴの運営 経営創研株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社バルディ 5010001165258 イタリアンレストランによる冷凍食品販売事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｒｋ＆Ｃｏ 5011001106532 ライブ配信事業 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 江戸川区 株式会社トーガシ 3011701014796 ＡＩ・データベースによる新たな展示会主催事業 前田　正美

関東 東京都 中央区 株式会社ＣＨＩＹＯ 5010001108308 老舗精肉店のノウハウを基に直営焼肉店を展開してＶ字回復を図る取組 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社京葉十二社広告社 5011701002659 インドアゴルフ練習場を通じた【地域コミュニティ×生きがい】創出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ティー・エム製作所 5012801004363 銅のブランク加工技術を獲得し半導体製造装置関連事業へ進出する 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社美幸コーポレーション 1010401044478 日本初の「ペルシャ絨毯のプラットフォーム」を構築し、次世代でも使えるペルシャ絨毯を提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社スページメント 7020001129838 レンタルスペース運営会社から空間プロデュース企業への脱皮 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社ホクト 1010102006265 データセンター向け電磁シールド生産体制構築による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 千代田区 株式会社サクプラス 2011101079417 ＩＰハイパーカジュアルゲームの発信 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社フィールドワークス 7011001033196 独自ＶＯＤ配信チャンネルの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社変幻自在 2011201022094 国産フリーズドライ総合栄養食ドッグフードの開発・販売 白山　晃嗣

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｒｕｓｔｇｅａｒ 6011001105681 健康志向に応える冷凍食品自動販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 国立市 株式会社夏の家 7012401010149 未来の食を届ける　“サステイナブルレストラン”　の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社協心 1030001128514 ＦＣ中華料理店から、ホルモン焼き（焼肉）店舗とＥＣサイト販売事業への転換 増田　考邦

関東 東京都 文京区 有限会社美能矢工務店 9010002005905 ミシュラン餃子秘伝製法のディジタル化 株式会社荘内銀行

関東 東京都 中央区 株式会社日本モバイル 1010001106307 ナノウォーターで美味しく蘇るＳＤＧｓ牛の販売管理プラットフォーム 水谷　弘隆

関東 東京都 港区 ＮＨＧ株式会社 5010401088224 ゴルフ場施設内の遊休部分を利用したキノコ類の加工品製造販売事業 三島　浩光

関東 東京都 目黒区 株式会社トヨフク 9013201004248 歯車のトヨフクからペット用品トヨフクへの挑戦 山田　美典

関東 東京都 千代田区 株式会社インターメディア研究所 7010001173432 オフライン顔認証を実現するハイブリッドＱＲコードリーダーの開発 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 目黒区 株式会社アイアン・インテンション 7020001105120 昼夜営業ピザテイクアウト専門店運営を通じた新分野展開の実施。 藤原　和江

関東 東京都 港区 Ｒｅａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ株式会社 3010401135275 Ｍｏｄｅｒｎ　Ｌｕｘｕｒｙ志向の海外富裕層向け、メイドインジャパン逸品の越境ＥＣプラットフォーム事業 中村　健一郎

関東 東京都 渋谷区 Ｇ．Ｔ．Ａ株式会社 6011001058558 コインランドリーにカフェ事業を併設してＤＸ化する事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 中野区 ヘアーサロンマーマー おしゃれ好きな男性の頭髪の悩みに応える頭皮洗浄マッサージ事業 小山　武仁

関東 東京都 港区 株式会社アクセス 9010401039000 ＩＴ機器販売事業者による中古車販売事業への事業転換計画 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｓｏｌｌａ株式会社 6011001070488 ドーナツ／アイスクリーム工場の新設によるＥＣ事業への新展開 安田　史朗

関東 東京都 新宿区 株式会社アリラン 4011101013844 旅券販売業から、ショッピングセンターで行う地域で唯一の韓国家庭料理事業への転換 増田　考邦
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関東 東京都 足立区 株式会社谷口 9011801009724 酒類販売における他社物流業務を担うサードパーティー・ロジスティクス事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 株式会社ＬＵＣＥ 9120001124703 オークションに特化したシステム販売並びにリース販売 五味田　匡功

関東 東京都 八王子市 株式会社美山技研 6010101003861 産業廃棄物・Ｃｏ２大幅削減！現場で使えるタイルカーペットリユースマシンの製造へ事業転換 株式会社みどり合同経営

関東 東京都 中央区 株式会社ＱＵＥＥＥＮ 8010401116923 ミセス・コンテストで培った人的資源を活かす新機軸のプラットフォーム事業への転換 久保田　昌宏

関東 東京都 目黒区 ＬＴＡ合同会社 6011003012026 朝食はタコスで！昼間営業メインの飲食事業とタコスキットの販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 瑩嘉多合同会社 6011103006010 神戸牛＋ジビエの焼肉店として歌舞伎町での新たな成長を目指す 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社フロンティアコンサルティング 9010001133681 個室型シェアオフィス開発による、ワークブース領域への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 メディアテクノロジー株式会社 3010701030911 サイバーセキュリティ特化の人材育成・供給事業への新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 中央区 株式会社アイエスエイプラン 7010401064446 仕組みとデータを活用した統合型人事戦略マネジメントサービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 有限会社伊倉鈑金塗装工業 5013202000638 本州初！プレパレーションシステムで東京の自動車鈑金塗装業界に変革を！ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 府中市 有限会社レオン 1012402015466 ボディビルダー社長の内装業からパーソナルジムへの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社クレアワークス 5010601036081 墨田区初！ワインを飲みながらアートクラフトが学べるペイント＆シップ事業 赤坂　光則

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｂａｅｇｅｎｔ 9011001109705 ペットと宿泊可能な『トキ消費型』の一棟貸切型の貸別荘業 税理士法人中山会計

関東 東京都 新宿区 株式会社エーワン東京 7011101060611 リラクゼーション業者の業務効率化を促進するクラウドサービスの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社アンビカコーポレーション 5010501024698 インド食材等小売店『アンビカベジ＆ヴィーガンショップ』のフランチャイズ事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＡＣＳＬ 9040001083503 レベル４対応ドローンの開発・販売による新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 Ｋｏｔｏｚｎａ株式会社 8010001178950 国内ＥＣ事業者を海外市場に連れ出す翻訳支援Ｃｈａｔｂｏｔの開発への挑戦 表　順一

関東 東京都 港区 菅波楽器株式会社 7010401014847 Ｗｅｂ、オンライン配信を活用した新たな音楽レッスンと催事ビジネスの構築 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社メディウェル 9011701008751 地域介護サービスの発展に向けた介護資格取得新事業及びコワーキングスペーススペース事業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社旭プロダクション 8011601012227 アニメ制作会社・フリーランス支援サービス（ＳａａＳや機材等）事業 佐久間　達也

関東 東京都 江東区 株式会社和田製作所 2010601006962 都市型工場における高付加価値製品の新生産プロセス構築 亀有信用金庫

関東 東京都 目黒区 ＬＯＯＰ　ＲＩＢＢＯＮ株式会社 9011001125537 ペットも飼い主も安心して楽しめる！ペット連れ専用プライベート旅館 塩津　友輝

関東 東京都 豊島区 グローバルパートナーズ株式会社 1013301027370 高校生大学生対象の、オンライン研修と短期留学によるキャリア教育事業 林　千尋

関東 東京都 港区 株式会社ケアクル 2011101077222 クラウド型オールインワンレセコンサービスの開発と運用事業 上田　曽太郎

関東 東京都 中央区 株式会社インクス 1010001150024 人とワンコに優しい食と家具の提案型ドッグカフェ＆ショールーム 日本みらい税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社酒井木型製作所 8010601001116 ５軸加工による設計提案型木型製造の完全内製化による再構築事業 石山　賢

関東 東京都 世田谷区 三昌工業株式会社 5010901004746 磁石を用いたゴム製フック事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社バローワークス 9010801025764 貸別荘事業者の価値向上に資する集客・予約・サウナＥＣ販売事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｖＫｉｒｉｒｏｍ　Ｊａｐａｎ株式会社 5011001121911 テクノロジー×インターンシップで日本の未来を創るインキュベーションセンターの設立計画。 株式会社百十四銀行

関東 東京都 台東区 有限会社高沢建設 1010502006591 老舗工務店による外国人専門不動産事業への進出 鈴木一郎

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓ．ＭＡＴＳＵＮＡＧＡ 4011001110428 「美（Ｂｅａｕｔｙ）と健康（Ｈｅａｌｔｈ）のバレエ教室」事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 中央区 Ｒａｔｉ株式会社 7040001100747 ビブグルマン選出の南インド料理店によるセントラルキッチン事業 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社デルソーレ 7011001041298 食品事業・外食事業の相互連携による消費者需要変化への対応 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 練馬区 株式会社ピースプロ 8011601015510 マンションモデルルーム家具の供給販売事業への展開 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社シャインソフト 3010001108061 先端ＩＴ人材を育成するハイブリッド型Ｃｌｏｕｄラーニングサービス 芝信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社銀座・トマト 1010001104401 コロナ禍でも楽しめる、昼夜で異なる客層に向けた飲食店事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＩＮ　ＦＯＣＵＳ株式会社 7011001072715 制作現場を間近で体感できるデジタルアート特化型アートギャラリー 伊藤　智史

関東 東京都 台東区 株式会社ポリグロットリンク 8013301040202 北海道でワーケーション！無人運営のトレーラーハウス型宿泊事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＵＴＮＩＫ　ＴＯＫＹＯ 6010401139488 座間味の１年を変える！食でつなぐ地域の活性化 福島　悠

関東 東京都 江戸川区 有限会社イシピー 8011702017091 コロナ対策を施したうどん、定食店事業への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＲＩＳＥ 2011201020370 素人が手ぶらで来て楽しめる貸家庭菜園「手ぶら畑」の開設 税理士法人つなぐ

関東 東京都 豊島区 有限会社山屋商店 4013302010430 教育課題解決システム事業 城北信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ブルーノート・ジャパン 4010401060687 高画質・立体音響オンラインライブ配信事業へ本格参入！　『ＢＬＵＥ　ＮＯＴＥ　ＰＬＡＣＥ』の運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社東昇 2010001065832 老舗中華料理店による消費者の安心・安全・健康を意識する層への持ち帰り用、四川火鍋事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ダニエル企画 7011502016105 宿泊施設付き外国人向け研修センターの開設 中村　健一郎

関東 東京都 大田区 株式会社アジル 6010801015157 群馬の神秘「上毛かるたデザイン製品」の自社店舗直販 株式会社東和銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社齋藤医療器械 8011601004752 医療業界を中心とした商品管理システムの構築とプラットフォームの形成 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 ＤＤＤ株式会社 9010901038633 アートギャラリー×撮影スタジオ創設による業態転換！ 昭和信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社心之泉 5013101006819 「ディサービス⇔訪問看護⇔グループホーム」の三位一体で地域医療・福祉に貢献 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 新宿区 株式会社ＶＩＣｏｄｅ 4010603005465 ＡＩによる物体認識技術を使ってバーコードを使わずにスーパー・コンビニ決済を行うシステムの開発・販売事業 吉岡　晴美

関東 東京都 町田市 有限会社キャトル成瀬台 1012302001442 飲食からパンのテイクアウトに変更及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規設備導入計画 林原　均

関東 東京都 千代田区 株式会社トータルヘルスコンサルティング 6010001078491 光学印象とＣＡＤ／ＣＡＭをシームレスにつなぐデジタル歯科技工所 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社なか安 2010101002834 既存資源を活用したコワーキングスペースのあるカフェ事業への新分野展開 大東京信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｊｏｕｉｓ 5011001064771 ワイン酒場から健康志向のランチ・カフェ／ＥＣ事業への業態転換 松井　洋治

関東 東京都 足立区 ミルズコーヒー 経営安定のため、「ホステル」から「カフェ」へ事業転換を図る 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 江東区 ＫＥソリューションズ株式会社 9010601051812 エシカル消費にも対応したコロナウイルス除菌率９９．９９８％空気清浄装置「ＡＩＲＯＷ」 木村　兼作

関東 東京都 板橋区 株式会社ＯＥＭサポート 4010501036612 ライブコマースを活用した対中国の越境ＥＣビジネス 税理士法人リライト

関東 東京都 東村山市 株式会社太陽 1012701014937 コロナに対応したリモートプレイゲームシステムの開発による新規市場創出 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社アッパーフィールド 4010401136669 外国人就労支援機関が連携して外国人雇用を生み出すプラットフォームサービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社Ｒｅ　Ａｘｅｓ 6011301022569 ＰＲ動画型求人媒体事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ステッピングストーンズ 6010001196418 日本初！ＡＩＯＴカメラ内蔵ヘルメット開発で建設業界の加工技術伝承と人手不足解消 五十嵐　由和

関東 東京都 練馬区 株式会社石原製作所 1011601000592 次世代電池負極加工のためのドライルーム導入による事業再構築 梁川　成豪

関東 東京都 清瀬市 東京富士交通株式会社 3012701009869 夜行乗合高速バス乗車券販売のワンストップサービスへの転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＬＡＢＯ株式会社 3011001113803 スポーツ愛好家向け身体能力デジタル評価・トレーニング事業への進出 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 猿田彦珈琲株式会社 1011001098022 高品質焙煎豆の食品小売（スーパー等）向け販売事業 上田　昌宏

関東 東京都 稲城市 株式会社グランイデアル 4013401005950 感染症対応型住宅を非対面型営業で提供するビジネスモデルの構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 大門プラスチツク工業株式会社 4010801006802 大型ライニング鉄槽への新規挑戦による業績回復への取組み 遠藤　仁

関東 東京都 江戸川区 株式会社竣栄工業 8011701010907 ＤＩＹで作る省エネルギー小型ハウス建設キット事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ＦＳ．ｓｈａｋｅ 9013301033295 シーシャ✕カフェバー「Ｃ．ＳＴＡＮＤ」の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 株式会社ヘルスケアテック総研 6010001218428 ハンズフリー介護記録音声ＡＩ入力システム「楽ロク」（仮） 株式会社横浜銀行

関東 東京都 江戸川区 プログレス株式会社 7011701016203 衣料品再生請負人！最先端の洗い加工技術で再構築！ 株式会社阿波銀行
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関東 東京都 調布市 株式会社ＣＳＰジャパン 1012401035184 ＷＥＢアプリで日本人専任コーチ×低価格オンライン英会話を提供 原田　貴史

関東 東京都 荒川区 伊澤株式会社 4011501005474 物流ＤＸ革命　『ドローンシステム活用による事業拡張計画』 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 葛飾区 スクラッチコーヒー 「シェアロースター（焙煎機の時間貸し）事業」を中心に据えた新規事業 福薗健

関東 東京都 渋谷区 ギンガシステム株式会社 9010001154414 サービス業の非対面化を促進するオンライン接客プラットフォーム 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ＺＯＯＡ 4010401131158 ゲーム運営・ＩＴ受託開発からメタバース（仮想空間）開発・運営会社への大胆な業種転換 株式会社群馬銀行

関東 東京都 台東区 本気ファクトリー株式会社 5010503004153 高校・大学生向けアントレプレナーシップ育成における教育事業への新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社ＭＳＴ 3013101007389 最先端のデジタル技術を活かしたカスタイズ車販売事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＹＮＣＨＲＯ 1010001126544 自社開発のセキュリティレベルの高い訪問管理システムを応用した地域密着型ワンストップ生活支援サービス事業の新規展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 ハヤテインベストメント株式会社 5010001100421 データ分析ノウハウを駆使！生体データ活用による子育て支援・女性の社会進出支援事業 松尾　基司

関東 東京都 中央区 ＩＳＨＩＮ株式会社 9010001111423 オフィスコンビニの顧客名簿を駆使　ご自宅でも福利厚生を充実させるマッチングアプリの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 板橋区 株式会社はく刻 9011401019826 食肉・レトルト加工食品の保管・配送サービスによる事業再構築 梁川　成豪

関東 東京都 大田区 リンカ工業株式会社 6010801012583 半導体とリニア・高速道路躯体部品への抜本的生産プロセス転換事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ココエ 8010001173555 ＤＸエデュケーション事業を通じた地方創生への挑戦 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ 9010001151007 新型マシンによる対人接触の少ない痩身エステ事業への事業転換 井上大輔

関東 東京都 世田谷区 有限会社ｒｉｓｅｓ 8010902002003 スタイリスト業から芸能人御用達フルーツゼリー販売への大胆な業種転換 税理士法人川越会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社エキスプレススポーツ 1011001065922 Ｗｅｂ上でのフィットネス事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 株式会社酒井製作所 7010801004381 食品機械ラインの新工場建設と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 中央区 株式会社大嶋事務所 1010001039184 アートの新ジャンル「リスペクト・アート」 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｙ’ｓ 1011001121519 広告映像・空間デザインの実績を基に室内ゴルフ練習場事業を展開 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 チェルシー株式会社 6010701028408 全米ヨガアライアンス認定、合宿型ヨガ資格スクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 齊藤研一 ワインを酸化させない小分け技術による遠隔地でのワインスクール教育事業 四谷大林税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社レインボー 1010001085369 スパイス調合技術と人材を活用したネパール郷土料理店出店計画 松井　洋治

関東 東京都 北区 モクラス株式会社 5011501022072 ホテル事業者による越境ＥＣシステムを活用したオリジナル健康サプリメントの企画販売事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 武蔵野市 武蔵野デーリー株式会社 6012401011949 自然放牧牛乳のミルクスタンドを軸にした酪農ブランディング事業 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社美鷹 8011801025466 免疫力・健康促進を実現！柿の栄養ドリンクの製造・販売事業を展開 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｕｎｃｈｉｅｓ 8011001109805 専門料理レストラン業からデリカテッセン（西洋総菜）の持ち帰りサービス業への業態転換計画 原　康士朗

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＴＡＫＵＴＹ　ＰＲＯＤＵＣＥ＆ＣＲＥＡＴＥ 9011003004359 ヘアメイク・衣装までトータルでサポート出来る撮影スタジオ ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 合同会社ｌｉａｉｓｏｎ 1010003031602 フードロスを無くしたい！サスティナブルな民泊＆カフェへの参入 保坂　敦之

関東 東京都 豊島区 文教図書出版株式会社 4013301016734 観光地別荘のワーケーション向け施設利用事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 北区 株式会社中吉屋 9011501011542 社交ダンス教室から総合型ダンス教室への転換による、若年層に向けた新規プランの開設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社神谷製作所 2010401127125 オンライン広報ＳａａＳ「ＧＯＯＤ　ＮＥＷＳ　ＭＡＫＥＲ」による新分野展開 税理士法人センチュリーパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＺＥＳＴ 9011001071624 “萌え断”フルーツサンドと“世界２位”コーヒーが楽しめる　“Ｒ’ｓ　ｃａｆｅ”の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社クールサポート 5011501017510 業界初！時計の店舗販売から本物保証のＥＣプラットフォームへの新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 墨田区 株式会社むささび 9010601049732 教育現場のＤＸ化を図る「学校連絡アプリ」提供事業への事業転換 井上大輔

関東 東京都 杉並区 エクスピーズ株式会社 1010401113415 介護離職問題の解決に資する介護サービスプラットフォーム提供 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 ビアバルＦｅｓｔａ クラフトビールのサブスク（定額制・定量持ち帰り販売）とダーツサロン（競技教室・カルチャースクール・交流企画）事業 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＮＥＸＴ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ’ｓ株式会社 8011101079469 「コインランドリー×無人販売事業」を掛け合わせた、新たな無人販売事業のロールモデルを確立し、無人販売事業の横展開への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 港区 ライフリエゾン株式会社 4010401132131 海外配信ライブコマースによる国産ウイスキーと和牛新型店舗事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ローズロワイヤル 6010401139455 越谷でセントラルキッチンを設けアイス卸し事業とパン製造の新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ホールマン 6010401058382 ウィズコロナでのライブ配信支援サービス『ＰＩＴ－ＩＮ　ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ』 大桑　克博

関東 東京都 渋谷区 くるまの窓口合同会社 6010003024568 ＩｏＴキャンピングカーのレンタル業で地域親子層へ新時代レジャーの提供 山田　健一

関東 東京都 東久留米市 株式会社ハイメックス 2012701007460 次世代太陽電池製造に必要不可欠な多様性のある新開発搬送ロールによる新規事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｐｌａｎ　Ｉ株式会社 8011001124283 ＫＡＫＥＲＵ　ＵＭＩ　プロジェクト（海と人をつなげる） 馬場　章嘉

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＮＯＷＩＮＧ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ 9011101080533 外国人留学生向け日本留学試験対策学習プラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 青梅市 株式会社酒井組 7013101003649 レーザーを利用した３次元測量とＵＡＶ測量事業への参入 飯能信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社日本ナチュラルエイジングケア研究所 8010401104523 糖尿病等の重要化予防ための生活習慣指導ＤＴｘ開発 平澤　昭洋

関東 東京都 調布市 二見屋工業株式会社 6012401008524 鍛冶屋の底力！電子制御バルブ事業への進出により建設業界のＩＣＴ化に貢献！ 株式会社常陽銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社ウィルミッツ 7011202012569 ワーケーション特化型滞在施設運営事業へ新分野展開 山下　清兵衛

関東 東京都 三鷹市 株式会社ボルケイノ 4012401019168 自社製造の粉末酵素を使用した健康志向のクレープボール製造販売による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社レーマン 1012401024419 メディカルイラスト・ＶＲを活用した学習プラットフォーム構築 児玉　直樹

関東 東京都 江東区 株式会社加藤螺子製作所 4011701002131 自動車部品８０年の企業が挑む冷間鍛造技術での新規部品への挑戦 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムリー 3013401004417 ＤＸを利活用し既存事業不振からＶ字回復を目指すチキンバーガー事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 東京ル・フタール株式会社 7013301035046 女性向けファッション小売から女性向け個室ビストロ事業への展開 森　憲一郎

関東 東京都 杉並区 株式会社ドリコムベスト 5011101014635 学校でのリアル展示とオンライン動画を併用した学校ミュージアムの実現 木佐谷　康

関東 東京都 豊島区 株式会社サッポロ実業 1013301013362 セントラルキッチンを設立し、製造業へ新規参入。自社ブランドつけ麺初の海外展開を促進 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社環境デザイン設計事務所 2110001028754 ウイズコロナ、アフターコロナ時代の無燃料低温熱分解廃棄物処理システムの改良普及事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ココエス ポストコロナを見据えた民間学童クラブの開設 柏商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ゴールドウェイ 9011501012838 健康志向ニーズを捉えた中華×ヴィーガン料理の新規出店事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｕｆ． 6011001110970 体験型を重視した「売らない店」への再構築と販売システムの開発 芦田　恒志

関東 東京都 新宿区 東京平版株式会社 5011101015138 特殊紙のデジタル色校正＆ＱＣＤ小ロットを満たす印刷体制への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 品川区 株式会社セーフティ＆ベル 6010701011248 豊かなマンションライフを　ＩＴ　で　実現するウェブ　ポータルサービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 有限会社アプローズ 5011002031242 飲食店舗プロデューサーが創る、下町蒲田の情緒あふれる焼肉店 井上　拳

関東 東京都 大田区 テクノジャパン株式会社 2010801019434 見積・注文・配達を可能とする建築版プラットホーム「ＨＯＭＯＶＥ」の開発 株式会社ＭＢコンサル

関東 東京都 小平市 株式会社フォレストバーウッド 4012701010594 電子帳簿保存法に対応した記帳代行と領収書整理外注化システムの開発 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ムスタ 4010901045931 配信機能を備えた音楽スタジオの提案による音楽業界のＤＸ化推進事業 税理士法人東京さくら会計事務所

関東 東京都 品川区 株式会社シングラ 1011101067686 マーケティング事業からサイバーセキュリティ事業への業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社クラウドジャパンインターナショナル 7011301019267 バングラディシュに日本茶の素晴らしさを伝えるため、新販路を開拓する 西村伸郎

関東 東京都 目黒区 株式会社康井精機 2013201005962 当社独自技術を活用した次世代電池部材製造機械事業への展開 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＥＴＲＡ 2010001199804 バーチャルサイクリングを活用したウェルネスの推進と地域活性 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＡＳＳ　ＩＴ　ＯＮ 9010901049556 フレンチシェフが焼く極旨ピザをテイクアウト＆デリバリーできる新店舗開発 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社モット 2010401056134 映像制作に関わる人材育成オンライン講座 株式会社オーネットワーク
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ゴツド・フイールド・エンタープライズ 5011001008225 ステージの稽古、制作、配信までワンストップで提供する創造空間の開設 石上　義人

関東 東京都 江東区 株式会社オリエンタルステージ 2010601033684 飲食業界２社が連携した冷凍食品製造販売の事業再構築事業 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 杉並区 株式会社三井光機製作所 3011301006863 「当社のプリズム技術を生かした小型分光イメージングスペクトルカメラの製品化」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社コフォフジエ 8010701003466 特殊金属製品のＪＩＴサプライチェーン確立による医療用内視鏡分野への進出 山地　真吾

関東 東京都 江東区 株式会社ヤマコー 6010601002256 特殊鋼を材料とする半導体製造装置用大型部品等の精密研削加工事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社フェアリー 1010501029486 ＧＩＧＡスクール構想の一環としてスマホ、タブレット、ＰＣで利用できる音楽配信アプリの提供による業態転換 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 国立市 株式会社外山金型製作所 2012402006308 金属加工技術を活かした金型加工から半導体向け金属部品への新規参入 牛腸　真司

関東 東京都 江東区 大和建工株式会社 9010601004167 最新旋盤加工設備導入によるプラント・インフラ製品製造への進出 山地　真吾

関東 東京都 新宿区 茜建築コンサルタント株式会社 1011801026611 建設入札プラットホーム事業化 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 一般社団法人構想日本 1010005022293 対面「事業仕分け」から　「行政事業データベース」への業態転換 山浦　佑太

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｊａｐａｎ 9010501040618 廃業した旅館を改装した新たな旅館の開業 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 千代田区 クーリード株式会社 8020001093199 世界で通用する映像クリエイターを通信制高校で育成する新事業 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 有限会社タフビーツ 8013202012341 最新のプレスマシンを用い環境に配慮したレコード製造に挑戦 目黒信用金庫

関東 東京都 文京区 合同会社エミリオマネジメント 4010003025519 物件購入、ボリュームプランを自動化する土地活用システム事業 山田　健一

関東 東京都 世田谷区 株式会社宮澤正明写真事務所 6010701015249 高画質ＶＲ写真による「リアルな」オンライン展示サービスの開発 米倉　徹

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｗｉｓｔｅｒｉａ 5011601016651 世界初の特許技術を使用した、植物性バターのレシピ導入支援事業 弁護士法人みなと法律事務所

関東 東京都 港区 有限会社クヴェレ 4010402022397 地域に根差したリモートワークカフェの新設 小見山　満

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＡＮＤＹ・Ａ・ＧＯ・ＧＯ 6010601039711 オリジナルコスメ企画・研究開発・販売事業による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＴＯＳＳＤＩＣＥ 5013202011833 テイクアウト型揚げたてミニドーナツショップ 梅田　泰宏

関東 東京都 新宿区 株式会社ｍｏｎｏｉｉ 3011001098490 自社アニメ作品制作によるコンテンツビジネス事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス 6013201010281 肌診断機アプリを開発し、最適な化粧品・医療に繋げる事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 ＳＮＪキャピタルパートナーズ合同会社 6010003021838 賃貸不動産オーナー向け会員制・再生コンサルティングへ業種転換 株式会社横浜銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｐｅａｒｌ　Ｐｌｕｓ　Ｊａｐａｎ 1010001209183 ホテル用アメニティ石鹸卸事業から、エンドユーザー向け商品の販売へ 税理士法人Ｆａｃｅ会計

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｆｒｅｓｃｏ 3011301013884 ココロとカラダの真価を追求する事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 宏輝株式会社 8010001016350 松阪工場新製造設備工事 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 荒川区 株式会社三軽工務 2011501015137 借りたい人に不動産を提案、提案型不動産マッチングアプリの新規開発 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ウエストマネージメント株式会社 7120001193130 外国人モデルが活躍するインターナショナル保育園事業 水原　慶治

関東 東京都 千代田区 株式会社日本レースプロモーション 8010001102209 オウンドメディア事業立ち上げによるエンターテイメントビジネスへの進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 有限会社松澤精機 2010802013469 ５軸精密加工技術の導入による航空宇宙産業への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 豊島区 日本インフラ計測株式会社 1013301037700 内水氾濫の実時間通知・予測システム事業 ソフィア税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社ヌメロ．８ 7010901035913 オンライン授業向けアプリ開発・販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ワン 5130001049770 「体の不調や痛みに寄り添った、オンラインパーソナルトレーニング事業」 清水　淳志

関東 東京都 大田区 有限会社関鉄工所 3010802008022 「中小企業の困ったを解決する」ロボットシステムの製造開発・販売 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーム 7120001178180 美術館のようなチョコレート及びスイーツ専門店経営参入計画 大阪信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社長城協力 8011102022130 中国向け越境ＥＣに対応した貿易プラットフォームの構築事業 グラビス税理士法人

関東 東京都 品川区 株式会社ＬＡＤＤＥＲ 8290001077159 感染対策とシステム化されたサウナ開設による美容意識の高い男性顧客層の拡大 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＮＥＳＩＳ 2012301008677 光触媒塗装を施したトレーラーハウスのオーダーメイド製造販売 松山　亮樹

関東 東京都 大田区 株式会社玉子屋 5010801007163 新メニュー（新商品）と新受注システムにより新たな顧客層を広げる企業へと転換 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ユー・ビー・アイ 7011101028055 最新の冷凍加工技術を駆使した果実の市場開拓で収益基盤を強化 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 台東区 梶原工業株式会社 2010501005841 日本食を世界に広める！味作りのプロが手掛ける食品プラント設計 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 桜Ｅｎｅｒｇｙ＆Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ株式会社 8230001017194 エネルギーソースや森林資源保護による、脱炭素を見据えた製材事業 株式会社北陸銀行

関東 東京都 大田区 理化電子株式会社 1010801012588 電気自動車・自動運転分野に向けた新たなプローブで販路拡大・新分野展開事業計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社エクサブレイン 4010701016133 システムとサービスが充実した、バイクキャンパー向けキャンプ場の運営 加藤　二裕

関東 東京都 大田区 有限会社ワークス企画 3010802015811 医療機関と連携したパーソナルジムの新規運営による健康増進事業の展開 株式会社サンガアソシエイツ

関東 東京都 豊島区 かしこ株式会社 4013301036757 自社店舗兼製造場整備により市場需要を獲得し売上Ｖ字回復事業 東京信用金庫

関東 東京都 杉並区 有限会社バンバンビガロ 6011302011876 １点物の高付加価値デザインによる商品企画・開発を目指す業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社美山精機 4010101003863 外科手術用エネルギーデバイス加工及び義肢装具製造事業への進出 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＯＳＴＡＹ　ＪＡＰＡＮ 3010001187741 清掃クラウドソーシングシステム提供による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 日東樹脂工業株式会社 1010701007507 ＥＶ等先端車載需要向け特殊樹脂加工品の製造・販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 東久留米市 株式会社ハラダ製作所 7012701003802 高周波プリント基板のバックドリル加工事業立上げによる業態転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 港区 ＨＩＮＡＴＡ株式会社 9010901022026 受託開発企業から自社配信企業へ飛躍するための挑戦 税理士法人エキスパーツリンク

関東 東京都 中央区 株式会社天時情報システム 1010001108063 コロナ禍における新たなブランドの立ち上げによるクラウドサービスへの進出 株式会社千葉銀行

関東 東京都 北区 マルタフードシステム株式会社 2011401012473 オリジナル調味料を家庭向けに販売する新規事業展開 城北信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社アクス 8010602027746 老舗焼肉店による豊洲名物”海鮮キムチ”の製造販売 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 セーフティ＆セキュリティ株式会社 4011101069465 独自の高付加価値モデル創出を見据えたセルフエステへの参入 鈴木祥彦

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｂａｒｏｑｕｅ　ｃｏｍｐａｎｙ 4011701018219 居酒屋をおしゃれな焼き肉屋に！酒類中心からの脱却＆家族層獲得 松尾　基司

関東 東京都 足立区 有限会社東京新井重量運輸 3011802016089 作業困難場所等での超重量機械の据付事業を展開し、設備需要を取り込む 西川貴人

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮＯＷ　ＲＯＯＭ 4011003008414 マンスリーマンション・普通賃貸の仲介ＤＸ化「ＮＯＷ　ＲＯＯＭ」「ＮＯＷ　ＲＯＯＭ　Ｂｉｚ」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 ＳＡＸＡＳＵ コロナ対応の完全個室型インドアゴルフ練習場への大胆な業種転換 株式会社企業参謀

関東 東京都 中央区 株式会社浅伊 7010001212652 急速冷凍機導入で製品内製化、オリジナル商品の店舗販売・ＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社テックカウンシル 2010701017843 食品流通プラットフォーム「トクトクマート」 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社和久田 4013301022286 次世代足場導入による次世代足場仮設サービスの参入及び足場資材レン　タル業への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 目黒区 Ｌｅ　Ｓｈａｎｇｈａｉ合同会社 7011003005111 ＷｅＣｈａｔ・Ａｌｉｐａｙミニプログラムを活用した越境ＥＣ事業 佐藤淳

関東 東京都 台東区 株式会社ＮＣネットワーク 9010001067938 発注側と受注側製造業を繋いで強靭なサプライチェーン作り活性化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 ＡＺＰｏｗｅｒ株式会社 6010001166486 デジタルバッジを取り入れた模倣困難性の高いＬＭＳの開発とＥラーニングシステムとの連携 株式会社ＹＨ経営研究所

関東 東京都 世田谷区 株式会社東京ケンブリッジインターナショナル 1012401022892 コロナに負けず全国へ商圏拡大！未来型オンライン学習プログラムの開発事業 河村裕司

関東 東京都 台東区 株式会社グローバル・デイリー 2010501035987 海外テストマーケティングを活用した越境ＥＣによる地域産品の販売支援事業 東京東信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＭＯＮＯ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 3010701038830 リテール金融機関向けＣＲＭシステムへの事業転換に係る事業計画  ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ジェイ・エー・フーズ 5011302004311 安心安全な調理済みの牛肉加工品をＢｔｏＣで提供する新分野展開 中川　博

関東 東京都 港区 株式会社ジーンアンドフレッド 4010401078647 コロナ禍の新しい演劇の楽しみ方を提案！観劇ファン向けＷｅｂメディア運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 中央区 Ｒｉｓｅ＆ｃｏ．株式会社 9011101084518 メタバースへのサブスク型ＥＣマルシェ出店とリモート料理教室の新分野展開 小野　誠



33 / 53 ページ
事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます

エリア名 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

関東 東京都 港区 株式会社美人製造研究所 1010401080291 エクソソームフリーズドドライ原料開発でＢｔｏＢ市場へ新規参入 紙本　好太郎

関東 東京都 葛飾区 有限会社セレナ 4011802002055 飲食関連事業者向けのインキュベーション施設の運営 江東信用組合

関東 東京都 千代田区 ＯｒａｎｇｅＯｎｅ株式会社 5010001133108 副業応援×ＤＸに特化した人材マッチングプラットフォーム事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 岡本印房 「印章彫刻」を基軸に伝統芸術を体感し情報発信できる拠点づくり 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 練馬区 日本新工芯技株式会社 4010701026751 独自シリコン接合技術による半導体製造装置向け大型単結晶部品の一貫製造事業化 株式会社西京銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社白馬亭 4010002053561 飲食店を閉業しミールキットの製造・配送拠点を構築 株式会社東和銀行

関東 東京都 渋谷区 明成法務司法書士法人 4011105006010 士業に特化したクラウド型システム開発で士業のＤＸ化を推進 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 台東区 日本ホテル宿泊．ｃｏｍ合同会社 2010503005682 ＶＲによるレクリエーション付ナーシングホーム「ＪＯＹ　ＨＯＭＥ」 鈴木一郎

関東 東京都 台東区 株式会社ＭＯＧ 5010501034961 単身世帯の増加に着目　「農家の想いを届ける一人前包装野菜」の販売でＶ字回復に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ノバレーゼ 1010001177471 アマンダンサザンリンクス（仮称）プロジェクト　～コロナ禍で需要増加となる施設開発と商品の再構築～ 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 港区 フューチャリズム株式会社 2010001189193 トークン活用型音楽コミュニケーションプラットフォーム事業 奈良　洋

関東 東京都 荒川区 スタジオネイバーズ 非接触型編集サービスへ業態転換　３Ｄ音声制作で新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 株式会社エムエムエクス 1010401103011 美容業界の低価格化を防ぐ美容室集客サイトの運営 大東京信用組合

関東 東京都 港区 株式会社Ｖｅｇｅｄｉｎｉｎｇ 2010401098928 誰もが食べられるヘルシーで美味しい菓子提供で事業を再構築する 星野　裕司

関東 東京都 港区 ザ・フライング・ストーンズ株式会社 6010403019300 日本料理店からＥＣ／デリバリーやパーティー事業への大胆な業態転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社中野坂上 6010401138275 コロナ禍でも売上が下がりにくい焼肉店事業の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 渋谷区 株式会社太極舎 3011001042102 日本初、オーガニック缶ビール専門の製造販売の新規事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社テンフィートライト 8010001066932 防犯性の高い、来訪者顔認証インターホン事業による新分野展 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 港区 ライフデザインパートナーズ株式会社 3011101061976 ＡＩを用いた営業担当者支援サービス『第三者引用バンク』 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 城南鋼鉄工業株式会社 6010801005001 既存事業で培ったノウハウを活用した金属製建具製品への新展開 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社フラッグシップオーケストラ 1020001105373 動画制作をＤＸ推進するクラウド型ツールを提供しＳａａＳ領域へ進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ブライトスター 2030001105792 中国人ＩＴ人材のテレワーク生産性を高めるビジネスマナー事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スカイウー・ジャパン 7010501040454 ＡＩカメラ＆クラウド型キャッシュレス駐車場管理装置の製造販売による新事業展開戦略 大東京信用組合

関東 東京都 台東区 株式会社ＤＯＧ　ＤＥＰＴ 1010501035451 ＤＯＧＤＥＰＴブランドによるアパレル物流専用貸倉庫による事業展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 ナガタエンジニアリング株式会社 8010001052998 先細りの主力事業をリカバリーする為に新製品金型の新分野展開を目指す 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 有限会社イング 1010402035492 顔周りの美容をワンストップ提供する革新的なウィズコロナ美容室経営 さわやか信用金庫

関東 東京都 足立区 有限会社稲垣内装 5011802029246 ポリウレアライニングシステム事業 岡本　道雄

関東 東京都 江戸川区 有限会社船宿あみ達 1011702010078 屋形船から釣り船事業および水産加工品の生産・ＥＣ販売事業へ進出 大塚　伸宏

関東 東京都 千代田区 ＫＯＹＡＳＵ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 5020001096329 ペットと宿泊できる温泉付きグランピングホテル事業への挑戦 株式会社足利銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社バリス 8010101003273 ＣＦＲＰ製品製造ノウハウを活かし、３Ｄデジタル技術を取り入れて新分野へ展開！ 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 品川区 合同会社ティーライブ 3010703004145 屋内型レンタル収納スペースから始まる地域生活支援拠点の創出 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社プロフィッツ 1010001169089 ＩＴ×不動産　オンラインの不動産投資マッチングサービス 水谷　弘隆

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｅｎｇｉｎｅ 8011002029762 若手アーティストの絵画とＬＥＤネオンを掛け合わせたＡＲＴ　ＮＥＯＮの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社佐久間製麺所 3011101065119 ラーメン店によるペット同伴が可能なオール軽井沢満喫ヴィラ事業 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 港区 ＥＶＥＲ　ＢＲＥＷ株式会社 2010401051498 常温で流通可能にするＲＴＤ商品の製造 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社フィートプロモーション 3010901018814 企業ＰＲインフォマーシャル配信事業（動画配信サービス事業） 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ブレークスルー 7010001087401 少人数スタッフで運営する半自動化オーダーメイドライブ配信事業 萩口　義治

関東 東京都 立川市 合同会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ 3012803001253 開業準備から開業後まで全面サポート！出張スマホ修理開業スクール！ 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社チャーム 1011002035916 カリスマ美容室がヒト幹細胞を新技術でアンチエイジングサロン展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 ＳＵＮＬＩＴ合同会社 9013303003420 脱炭素、営農型太陽光発電所を６次産業化、地域を繋ぐ観光農園 木戸真智子

関東 東京都 台東区 有限会社クボタプロセス 4010502003487 新製品オフセット印刷向け製版を短納期対応で需要獲得する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ヒロユキコマツ 1010001124399 世界初のデザイン性の高いコンテナソーラーカーポート事業の展開 芝信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アリガトウ島 2011001094755 時代に合わせた働く場所と憩いの場を提供する温泉事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 坂聖・玉樟園株式会社 2011001131277 老舗旅館の非稼働時間を活用し、地域の住民が利用しやすい庭園カフェ事業を新規展開 三島信用金庫

関東 東京都 北区 Ｒ＆Ｂエンジニアリング株式会社 1011501000107 「個室サウナ、コワーキング、バーベキューを主軸としたシェアスペース業への参入」 駒田　裕次郎

関東 東京都 港区 ＴＥＣＨＮＯＰＩＡＮ株式会社 6010401083760 民間教育機関のＤＸとグローバル展開を後押しするオンライン対応スクール管理システム事業への参入 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

関東 東京都 葛飾区 株式会社櫻井ハガネ 5011801016600 ゴム栓用抜き金型部品加工会社からゴム栓用抜き金型メーカーへの転身による新分野展開 青和信用組合

関東 東京都 港区 株式会社ＴＫＦ 7010401145849 夜間捜索支援サービスからドローン夜間撮影サービスアプリ販売への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 多福楼株式会社 5010001193779 流通可能な中華食品製造とトーフミートを使用した商品での販路開拓 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 北区 有限会社篠原演劇企画 9011502002887 大衆演劇の飲食＋交流体験による業態転換事業 嶋津幸男

関東 東京都 渋谷区 株式会社パイロット 8011001058738 新しいワーケーションモデルを地域活性化につなげる再構築 菊池　武広

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＫコーポレーション 7011801029534 ドローンによる不動産管理を実現するドローンステーション開設 長井　寿郎

関東 東京都 八王子市 アポロホールディング株式会社 4010101011404 フランチャイズ契約でのフルーツパーラー出店による新事業創出計画 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＯＸ－ＯＮＥ 6010901023480 乗り手に合わせる電動アシスト自転車開発 琴　基浩

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｒｅ 1010001209902 地域ブランド飲食店のサスティナブルなサブスクＭｙ弁当のテイクアウト事業 芝信用金庫

関東 東京都 青梅市 株式会社クライン 8013101004340 ドイツ式生産工場での半導体製造装置用部品等製造 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 合同会社Ｍｏｔ　Ｃｏｚｙ　Ｓｐａｃｅ 3011003009033 需要の高いアウトドアを意識した非接触型宿泊施設運営へ事業転換 山田　健一

関東 東京都 世田谷区 ナナイロ株式会社 7010901015320 地球と体に優しい抗酸化食用油・カラーオイルの製造・加工・販売 長尾　真輔

関東 東京都 台東区 ライフトレーナー株式会社 3010001191479 人材管理付ｅラーニングシステムによる業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 新宿区 スマイルホーム株式会社 6011101088430 「クリックで始める東京生活」不動産事業者と入居者の繋ぎ役 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 千代田区 Ａｘｉｓ＆Ａｒｔｓ合同会社 5010003031581 ベトナムにおける飲食店店舗開発事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 株式会社世栄通商 5010601042906 既存事業で獲得した販路の強みを活かした独自酒類の製造販売事業立ち上げ。 坪井　亮

関東 東京都 江戸川区 宮本警報器株式会社 2011701007735 自社生産ラインの自動化技術を活かした設備製造事業へ進出 東京東信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社Ｂ７ 8012401024189 暗号資産マイニング事業に進出し、フィンテック領域進出の礎を築く。 株式会社群馬銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬｉｖｅＭｅｄｉａ 6011301025456 スマホカメラによるマルチ映像・配信のワンストップサービス（Ｗａｕ！） 橋本　徳行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡｓｓｅｔＢｏｘ 3011101077329 ポストコロナを見据えたダンススタジオ事業への業態転換 加賀田　将虎

関東 東京都 江戸川区 株式会社土筆鋼業 3011701005135 ファイバーレーザーによる金属加工を展開し、様々な加工ニーズに対応！ 西川貴人

関東 東京都 文京区 株式会社短歌研究社 2010001004591 短歌出版のＤＸ推進によるエンターテイメント事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社Ｘ－ＦＥＥＬ 8040001015382 ３ＤＣＧ技術を活用したバーチャルプロダクションスタジオの導入 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドスパイラル 7011001049548 コロナ禍でも売上減少の影響が少ないラーメン店の新規展開 廣瀬　好伸

関東 東京都 文京区 株式会社ホテル江戸屋 4010001007196 ホテル江戸屋の旅館とコリビングのミックス運営による事業再構築 税理士法人ユナイテッド
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関東 東京都 港区 株式会社ＡＭＡ－ＦＥＡＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＧＯＤＳ 2010401148212 カラオケバー事業から、黒毛和牛と九州産黒豚を使用したデリバリー・テイクアウト事業への新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 中央区 ダイヤビル歯科 コロナで激減した売上を施設の全面改装とマウスピース矯正の新規導入でＶ字回復 坂入　博

関東 東京都 台東区 株式会社アイケイワイ 8011501014315 クローズドファンコミュニティアプリの開発 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 サンボ株式会社 8010001179412 老舗専門店の多店舗事業 興産信用金庫

関東 東京都 港区 Ｉｖｙ　Ｐｒｅｐ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ合同会社 3010403021226 新型コワーキングハウスと教材ＥＣによる再構築 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 千代田区 合同会社ヒルハーバー 5010003030105 釣船予約ポータルサイト構築事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社燈台舎 5012801017729 故人との最期の時を過ごすリゾートフューネラル事業の展開 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 新宿区 佳利株式会社 2011101078476 飲食業（焼肉・しゃぶしゃぶ店）から鉄・非鉄金属スクラップ卸売業への転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 府中市 株式会社ＲＥＥＤ 6012401033407 クラフトビールを核とした観光レストランへの業態転換と地域活性化事業 むさし府中商工会議所

関東 東京都 八王子市 株式会社エフ・ティー・アセット 2010101009549 コロナ禍に配慮した個室レッスンと特注クラブ販売の屋内型ゴルフ施設の立ち上げ 大東京信用組合

関東 東京都 港区 株式会社イー・スピリット 3010401048568 沖縄県石垣・八重山エリアより世界のＯＫＩＮＡＷＡを映像発信！宿泊可能なハウス・スタジオの運営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社メディカルケアワークス 9020001112321 ＩｏＴ機器を活用したリハビリデイサービス事業への展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 国分寺市 森水木株式会社 3012401024986 コロナ対応型非接触ワーケーションホテルの事業化と地域再生 多摩信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社立花工業 9013101005016 足場のノウハウを活用したアスレチック施設併設型のグランピング事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中央区 株式会社リンケージ 3010701024938 クラウド上で共創の場・コミュニティづくりを促進するサービスの開発 株式会社リンケージ

関東 東京都 墨田区 株式会社早川研磨工業 2010601040020 次世代自動車・ＥＶ用エンプラ部品のバレル研磨技術開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 カラキヤ洗染株式会社 5010401007332 環境適用型クリーニング工場への転換と生産性向上による新サービスの提供 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ＷＡＶＥ１ 5011001120293 消防設備業やビルメンテナンス業に特化した画期的サービス開発 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社クロスマインド 6013301036185 『２　段階マニュアル制』による足場施工プロセスを活用した外装工事事業による事業再構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 練馬区 あかつき教育図書株式会社 5010401082747 教師の業務支援と生徒の学習成果アップをデジタル化で支援する事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社真輝建備 9030001022503 デザイン×伝統技能。デザイン系建築会社と宮大工による古材の活用プロジェクト 小森　孝一

関東 東京都 新宿区 ヤマヒロ株式会社 7011101021530 次世代の車社会実現に向けた安心・安全な移動手段供給拠点の新設 ペンデル税理士法人

関東 東京都 調布市 ダイワオートモビルズ株式会社 1030001120710 先進安全自動車・水性塗料車に対応した新時代の鈑金・塗装の提供 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社プラスワン 7430001069984 新宿御苑周辺にてリーズナブルな価格で高品質な江戸前寿司を提供する「鮨みつよし」の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 調布市 株式会社Ｏｃｅａｎ　Ｂｌｕｅ　Ｂｉｒｄ 8013201016533 新型コロナウイルスによる営業悪化の改善計画 小林　義典

関東 東京都 中央区 株式会社東銀堂 6010001144723 和食料理専門店から焼肉店への新分野進出に伴う事業計画 齋藤　泰行

関東 東京都 文京区 株式会社ｉＢＥＣＫ 8010401124653 オンライン個別家庭教師事業による事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 モラホールディングス株式会社 6010001155621 富士山周辺でのグランピング事業 佐藤淳

関東 東京都 千代田区 ＣＩＦＯ株式会社 3290001019033 パーソナルトレーニング専門ジム『ＢＥ　ＮＡＴＵＲＡＬ』のシェア事業 深野　朋一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＡＢＩＰＰＯ 5011001099644 地域と旅行・観光をテーマにしたあたらしいメディア型ＥＣサイト 福島秀一

関東 東京都 目黒区 株式会社ＢｕｚｚＳｏｌｕ 8011001109409 新規事業（メディグル事業）開始による成長戦略 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社アメージング 6013301039485 ナノインフルエンサーと中小企業、小規模団体等とのマッチングアプリ運営による新分野展開 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 武蔵野市 與世田幸子 フリーランス歯科医がフトン洗い専門コインランドリーＦＣに加入し業種転換 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 港区 株式会社クロスリンク 8010401089698 日本初！マッサージ店、施術者、利用者をつなぐ施術マッチングサイトの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＡＫＥ　ＡＮＤ　ＳＥＥ 4010001154451 拡大が見込めるラグジュアリーホテル事業をターゲットにした、オリジナル家具ブランド設立による新分野展開 こうき税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社桂川精螺製作所 3010801002629 航空宇宙産業をターゲットとしたチタン製精密金属部品の新規展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社東儀秀樹事務所 2010902010556 伝統文化の継承を目指しスタジオ設置によるオンライン配信・教室の開催 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 有限会社東容製作所 4011702008144 事業再構築補助金を活用した新生産ライン増設計画 房総信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＯＬＯ 9370001021454 コロナ禍で空きスペースとなった事務所を活用したＥＣ等向けの商品撮影事業 西河　豊

関東 東京都 港区 株式会社Ｙ’Ｓ 7011001095484 美術特化　ＳＮＳ　と作品販売・サブスクサービスによる若手作家支援を通じたデジタル販売への業態転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

関東 東京都 葛飾区 河政工業株式会社 3011801001091 ５軸マシニングセンターを導入し、ロボット及び付帯装置部品の新市場を必ず開拓する 東京シティ信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ファノーヴァ 4010001200627 ＯＭＯ戦略によるセミ・パーソナル型ジムの多店舗展開 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社ダブルステッチ 9011001125347 中国ＩＰ配信コンテンツ事業 菅　彰裕

関東 東京都 新宿区 株式会社榮林 2011101023531 新業態（カフェ、店頭販売）、セントラルキッチン化による新事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 クレーンインターナショナル株式会社 9010401008450 バスツアー会社向けＬＩＮＥ集客アプリの開発による情報サービス業への転換 渡邊　太郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａ＆Ｓ 9011001063753 経営幹部向け二か国語オンラインコーチングボードゲームの提供 阿久津　公一

関東 東京都 町田市 ユリケア株式会社 1012301008711 ウィズコロナ社会に対応したカフェ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 フォール・ベネフィット株式会社 2011001064097 Ｅコマース受注に対する商品在庫管理・入出荷管理・倉庫内運搬事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社デューデリジェンス 3010403012431 ワーケーション専用施設によるコロナ禍でも持続可能な宿泊サービスの提供 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 港区 株式会社アンリアレイジ 5011001052891 ブロックチェーン技術を活用したＮＦＴファッションを企画・デザイン・販売 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社ヘッズ 8010901017191 【日本初】法人特化　ワーケーション×グランピング施設の構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 アンクル株式会社 4010601053400 ピート（泥炭）の輸入販売及び自社製品開発事業 藤原　文

関東 東京都 港区 株式会社フロス 2011301015196 ライブコマースや動画撮影・配信のためのライブ＆キッチンスタジオ運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 江東区 株式会社ビューティースリー 7010001111474 協働ロボットを用いた非対面型プレミアム全身脱毛サロンの展開 マックス総合税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社シェアテクノサービス 4011701019209 人材紹介会社間人材情報ネットワーク・動画プラットフォーム事業 株式会社フォーバル

関東 東京都 新宿区 ＮｉｃｅＧｕｙｓ　Ｖｉｓｉｏｎ株式会社 4020001131689 飲食業からのコロナ禍における個室非接触型のサウナ事業への転換計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社モイスティーヌ東京西販売 2011301013662 筋力トレーニング機器及び健康食品のオン＆オフラインハイブリッド販売事業への新分野展開 青木　章太

関東 東京都 港区 合同会社イービジネス 4010003032003 団体宴会主体の中華料理店から、換気性能が整った３密回避の焼肉店への転換 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ファインド・シー 9010001077706 ミドルシニアの活性化！ネクストキャリア支援のための情報サイト構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 足立区 株式会社グローバルフィッシュ 7011801007374 東南アジア市場に向けた国産水産新商品の開発・販路開拓事業 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社カムビアス 6010801030255 デジタルサイネージ広告代理店事業 株式会社サンガアソシエイツ

関東 東京都 豊島区 一般財団法人メンケン品質検査協会 6013305001879 抗ウイルス製品市場拡大に伴う抗ウイルス試験分野への新規参入 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＶＩＤＡ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3010401078144 家族で楽しむボート・農園付きワ―ケーション用宿泊施設 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社イメジン 6013301037448 テレアポサービスのマーケットプレイス事業による営業ＤＸ実現 重松　輝彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社濱田家 2010902018351 パンの無人販売店舗立ち上げによる業態転換 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社アロイ 2010901034556 フィットネス・トレーニングに最適化した　プラスチック給水ボトルの企画開発とオンライン販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライスタートリニティ 9011001114630 人気女性パフォーマーのプロデュースによる新アパレルブランドの展開 白田　浩幹

関東 東京都 千代田区 株式会社トアック 5010001097732 医療機器分野への新製品の展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社平凡社地図出版 7011101063234 学習地図ライブラリ配信システム構築 税理士法人神山会計

関東 東京都 杉並区 ヴィーノ・コン・クオーレ 業務用酒販卸から小売・ワインバー等を含む販売形態多角化計画 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社イマオサービス 5010801018284 保管・配送／据付・保守までワンストップで提供可能なキッティング事業の開設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 港区 株式会社ノムノ 7020001126083 ｅラーニングシステムと連携したワインスクール「＆ｎ」の立ち上げ 服部　峻介

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｌｏｒｉｏｕｓ　Ｂｒｉｄｇｅ 2011101066282 サブスク寿司で接待族を囲い込む！コロナに強い経営手法を進化させた事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 東京都 港区 株式会社共同通信デジタル 7010401093098 スポーツクラウドファンディング「フリサケ」 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社永山 5010501016183 韓国食品スーパーの全国展開で実現！地域に根差した食の国際交流 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＭＩ 9010601042547 ＩｏＴ技術を活用したＥＳＧ評価クラウドサービスの事業化 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 足立区 有限会社オフィス・イオ 6011802027546 地域活性の核を目指すハイアマチュア向けシミュレーションゴルフ事業 税理士法人ＳＥＴＡＣＳ

関東 東京都 新宿区 株式会社モダミカ 5011101023371 ｗｉｔｈコロナモデル－日本初バーチャルシステム導入マシンピラティススタジオ 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社ＧＲＡＳＳＰＬＯＴ 5011302011704 代表者の関連会社を活用したオセアニアスイーツの製造販売卸／Ｄ２Ｃ事業 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社三栄 6011101007349 国内最大規模のカスタムカーイベント「東京オートサロン」のリアル／オンラインでの開催に向けた新たなビジネスモデル構築 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 港区 株式会社シンクロ 8010701021674 ハンドメイドマーケットプレイス／ＥＣモールの開発事業 株式会社百十四銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＵＮＩＴＥＧＲＡＰＨＩＣＡ 9010601043842 三浦半島の地域活性化およびエンタメ業界の雇用状況改善を目指したアートフォトウェディング事業の立ち上げ 湘南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブレイン・コミュニケーションズ 2010001098618 イベントや記念日に著名人からメッセージ動画を受け取れるＳＵＲＰＬＹＳ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 ジップソリューション株式会社 3011101060912 エステティックサロン等美容関係に特化した人材ビジネス（有料職業紹介事業） 税理士法人ＯＫＪ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドプレイス 1011001070212 ＡＩチャット定期促進メンタルヘルスオンライン面談及び診療事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｄｉｍｐｌｅ株式会社 3010001184391 和とスパイスの融合をコンセプトとした生カレー製造量り売り販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社こうしんづか 3013301003717 セントラルキッチンを用いたＥＣ，オンライン販売 税理士法人共生会計

関東 東京都 新宿区 株式会社三信テック 4011101056554 飲食店事業から建設業・厨房機器リサイクル事業への転換 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社バリューキャピタル 4011001119898 黒豚／黒毛和牛生産者連携したテイクアウト／デリバリー　ハンバーガーと食品製造卸Ｄ２Ｃ事業への業種転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 板橋区 有限会社あおぞら治療院 9011402018975 介護事業の新サービス！認知症予防特化型デイサービスへの新分野展開 税理士法人しんぼ会計

関東 東京都 台東区 株式会社クレディ 1220001018349 業界初の会員制サービスによる中古ブランド品のオンライン販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 世田谷区 Ｅｘｓｔａｎ株式会社 1020001128960 国内労働力不足の解決を支援する外国人ビザ申請管理システム事業 目黒信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社山本海苔店 5010001059336 海苔の魅力を伝える情報発信拠点を兼ねた新店舗オープンとＤＸ化による　ＥＣ・海外市場等への販路拡大 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ビジュアル・グラフィックス株式会社 2011001065756 映像制作特化型ファイル共有サービス開発による新たな映像環境創造事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｃａｓｏｋｄｏ 2010701023965 ＰＲエージェンシー事業のノウハウを活用した撮影・動画配信スタジオ事業の実施 深坂　祐希

関東 東京都 世田谷区 有限会社アースケイプ 1010702010063 人気の高級旅館を設計したデザイン会社が自社運営する宿泊事業 喜田　佳映里

関東 東京都 文京区 株式会社ＬＯＰＥ 4010001146028 美容業からコインランドリー事業への新分野展開 鈴木　康一郎

関東 東京都 八王子市 株式会社ＭＥＧＷＩＮ　ＴＶ 3011201015147 「ガチャレボリューション」リアルタイム動画配信を紐づけた革新的なオンラインガチャサービス さきがけ税理士法人

関東 東京都 大島町 株式会社大島物産 9010001131149 伊豆大島の観光を復活させるワーケーション 七島信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社ドットライフ 4010701028946 Ｗｅｂ制作事業から、フリーランス・副業者向け教育事業への新分野展開 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 葛飾区 有限会社荒井屋矢吹商店 8011802000443 町の酒屋からイートイン可能な惣菜店への事業再構築補助金 司南税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社多言語システム研究所 7010001115153 食材等卸売ネットワークへの基盤ＩＴシステム（招き猫Ｓ）の提供 廣田　正

関東 東京都 台東区 株式会社ときわ 6011801003440 健康寿命の延伸を目的とした中小企業向け健康経営推進給食サービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社兼長 7011801006979 自社加工場を保有する個人向け店舗型鮮魚店事業 足立成和信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社成和 5020001126952 休日に家族でＤＩＹ体験、グランピング事業の開始による収益構造の改革 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 雲竜エステート株式会社 5010001212233 動産業者向け物件所有者コンタクト支援ツール 小菅　章太郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＥＮＥＩ　ＪＡＰＡＮ 2011001105677 企業版ふるさと納税『ＣＭパッケージ』の受注 原口香絵

関東 東京都 台東区 株式会社コンセプトラボ 3010501040680 「ＰＲＯＪＥＣＴ：ＲＹＯＭＡ」インタラクティブ動画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社氷感 7380001027361 鮮度保持機能付き冷蔵コンテナを活用した野菜保管サービスの提供 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 江東区 プロテオブリッジ株式会社 8011101082811 自己抗体測定用タンパク質アレイの難病検査への活用 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｌａｎａｋｉｒａ 1011101066952 宮古島プライベートヴィラ（貸別荘）　新築計画 吉川　裕一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ａｎｅｍｏｎｅ 2013301031347 多様なサービスが一度に受けられる美容サロン×美容室の協業事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 株式会社和える 5010401092845 伝統工芸品の体感型宿泊事業への業種転換で起死回生！ 京都信用金庫

関東 東京都 港区 ホッペ株式会社 7010701034644 コロナ早期発見＆即対応。オンライン特化型薬局により非対面処方を実現 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 中央区 株式会社ロマンシルク 3010001124587 新たな原材料「冬虫夏草」を用いた新製品の開発と量産化のための製造プロセスの構築 株式会社北國銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジール 3010401097697 ポイントを活用した子育て支援プラットフォーム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 谷電機工業株式会社 6010601004599 次世代の電子機器に対応した高密度部品搭載実装ラインの構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 国立市 ＦＳＸ株式会社 2012401003990 国内化粧品等並びに海外への新市場展開 ロングブラックパートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＣＯＭＦＯＲＴ 5010403011068 企業コンペ募集ポータルサイト「コンペスタジアム」の運営の開発・運営 鈴木一郎

関東 東京都 豊島区 株式会社青柳 7120001175161 「世界の名物日本料理」次世代日本料理メディア事業 郡司　雅之

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭｉｎｅＴｒｅｅ 2030001124041 入出荷業務の手入力作業を軽減する倉庫業向けＡＩ－ＯＣＲサービス 税理士法人タドルコ

関東 東京都 渋谷区 株式会社シヤッフル 6011001047008 ＡＩオンライン面談販売によるビンテージアクセサリーのＥＣ販売 表　順一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ボイス 4011001070028 冷凍食品を手軽に作成！誰でも使える冷凍コンテナシェアリング事業 園田　嘉生

関東 東京都 千代田区 株式会社富洋 3010001027757 ドローン教習所開設及び農薬散布受託事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 豊島区 ハヤブサ株式会社 4013301040552 大型屋外ＬＥＤデジタルサイネージを活用した地域活性のための広告配信事業 野村　純一

関東 東京都 小金井市 株式会社アゼリア 5012401002750 スーパーソル製造業 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社グローバルエステート 8011301015488 高齢者が最期まで好きな地域で暮らし続けられる仕組みの提供 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 日本きくらげ株式会社 2010001182520 栄養豊富な独自のきくらげを使った健康を増進する食品加工業 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ

関東 東京都 港区 えみりーな合同会社 7010403027186 ＬＧＢＴ，ＨＩＶ陽性者等が集えるゲストハウス運営 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートコムラボラトリーズ 8010001179338 医療・介護施設におけるセンシングソリューション 大場　智

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｉｅｒｔｏ　Ａｄｖａｎｃｅ 5011001103430 公邸料理人の帰国後のキャリア形成支援　フレンチ（ガストロノミー）ＭＡＴＡの開業 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 西多摩郡奥多摩町 株式会社報恩商事 7013101008012 養生現場の環境改善とコストカットに貢献する抗菌消臭マット提供 西川　彰紀

関東 東京都 台東区 合同会社オーカグローバルサポート 9010503004736 スポーツで経済の活性化を促す「スポーツインフラ総合ＷＥＢサービス」のシステム構築 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 福生市 音楽事務所オフィス魂 ふるさと宮崎を音楽で盛り上げる「東京と宮崎を結ぶ」をテーマにしたオンライン楽器レッスンの実施 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ｕｍａｒｉ 1013201011739 ライフサイクル体感型ＳＤＧｓ企業研修用事業【ＴｈｅＣａｐｅ】 株式会社中国銀行

関東 東京都 港区 株式会社ライフローラ 9010401132085 ブライダル業から農産物直売所とパン製造販売業で地域活性化事業への転換 株式会社福岡銀行

関東 東京都 中央区 ＷＡＣＬＡＳＳ株式会社 9010401135542 二拠点生活ファミリー層向けの郊外型一棟貸し宿泊事業への挑戦 西田　和倫

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ 5011301017578 ゴルフ場隣接立地に特化したグランピング事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 北区 有限会社ベルーチインターナショナル 9011502005329 オンライン・ライブコマース事業開設計画 中ノ郷信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社ＬＩＭＯＮ 4011701017360 ＳＰＡ（製造小売）を目指した、キッチン用品市場への自社ブランド展開 株式会社ＤＡＮ

関東 東京都 品川区 株式会社セカンドアロー 9010701039039 ファーストフード機能を実装した韓国ファミリーレストラン事業への進出 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｒｅｅ　ｔｏ　Ｇｒｅｅｎ 9010901032660 木曾の木材を日本中に広める！木工振興拠点の新設事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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関東 東京都 渋谷区 株式会社グリーンルーム 7011001037040 大型野外イベント向けイベント資材のレンタル事業参入で売上回復 清水　謙伍

関東 東京都 小平市 株式会社シティクリーン 1011301020057 現場が多く直行直帰の事業者にピッタリの業務管理ソフト「らくらく社長」の開発 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社エムケーテクニカル 3011801018904 新工場を建設し、自動搬送複合加工機による二次加工の無人化ラインを構築し住宅設備分野へ参入 株式会社常陽銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社もりとも 1011301018778 「コロナに負けずいつまでも心躍る日常を！歩く幸せを取り戻す“歩行訓練特化型”リハビリデイサービス施設　事業計画書」 菊地　正和

関東 東京都 墨田区 エイダイ商工株式会社 7010601031790 建設業界の人材不足問題を解決する技能継承プログラムの開発（研修事業への新分野展開） 株式会社横浜総合マネジメント

関東 東京都 練馬区 有限会社シモーヌ 6011602004910 婦人服小売業から宿泊業への業種転換『西伊豆ゲストハウスの開業』 東京都商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社ＮｅＯＳ 4010601054828 ＳＥＳ事業からＩＴ教育事業への業態転換 税理士法人Ｖｅｌ

関東 東京都 中央区 有限会社ツーボックス 6010002034270 ツボデリキッチンでフードエンタメ（飲食体験）を提供 嘉陽田　洋平

関東 東京都 豊島区 陽光産業株式会社 5013301025817 「陽光城」ブランドをいかした中華食材のインターネット販売事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 町田市 株式会社Ｅｖｏｌｖｉｎｇ 5013301030684 日本人初のアラビア語アパレルブランドの立ち上げ、及び中東文化体験イベント運営 税理士法人フォース

関東 東京都 台東区 Ｘｙｌｏｍａｎｉａ　Ｓｔｕｄｉｏ合同会社 6010503005745 立体音響に対応した音楽レンタルスタジオ事業 飯島　一郎

関東 東京都 文京区 株式会社ルカド 9010001119813 プロ仕様の最高級洋菓子をご自宅で簡単に！「お家でパティシエ」 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 データ・サイエンティスト株式会社 6011001067443 コンテンツマーケティングＤＸシステムのネット販売事業 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＦＦ　Ｄｉｎｉｎｇ 5010401127997 ラーメン店から定食屋への事業転換による店舗売上依存からの脱却（店舗売上＋テイクアウト・デリバリー＋物販＋冷凍弁当通販） 八重洲税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラボラトワール・キリ 4011001062826 エステ事業者向けオンラインスクール及びオーガニック化粧品販売 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートスタート 1011303001807 スポーツエントリープラットフォーム「スポーツポイント」の構築 渡邉　順也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＩＴ 2010901039381 簡易に高いデザイン性を楽しむことが出来る硬化型ジェルネイルシールの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社キルウィルスチーム 4010401154051 特許取得中のバガスを活用したしいたけ加工食品販売事業の展開 北村　亮太

関東 東京都 板橋区 株式会社フェリックス 4030001021930 ナレッジワーカー向け「ととのう」空間提供事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 ラムズマークス株式会社 7010901023372 ペットのアトピー肌のケアをする保湿ローション等の開発と販売 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 大田区 株式会社森井製作所 6010801011908 自動車業界依存低減を目指し、工場増設と設備導入で、人材と鋳造技術を活かしたインフラ事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 コットン・ラボ株式会社 5013301030957 女性向けコットン商材のＤ２Ｃブランド事業への新分野展開 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社スペースビジョン 5011001065456 パーソナル３Ｄボディデータを活用するヒューマンメトリクス事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ギフトライフ 2010401104685 自社の顧客データ資産を活用した新サービス提供のためのアプリ開発計画 株式会社千葉銀行

関東 東京都 足立区 株式会社福島紙器製作所 4011801011602 高付加価値の紙製お弁当容器による持続可能な社会構築 富永　高朗

関東 東京都 中央区 株式会社アビリエント 2013201010839 オンライン上で学ぶことができる犬のしつけ動画教材の販売事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｅｎｅ－Ｇ 6020001099487 ユネスコ認定のＡＩ学習と見守りを提供する日本初「おうち学童」の展開 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社イーステージ 9013301000964 投げ銭型ＳＮＳオンラインライブ＆ライブコマースプラットフォーム事業 吉岡　晴美

関東 東京都 港区 Ｓｔｅｅｌｓｔｙｌｅ株式会社 7010401130875 すだち成分を活用した健康食品のインターネット販売事業 米津　良治

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＡＱＵＡ 5010901025742 新規ステージ型マルチ用途スタジオ・配信事業計画 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社ブリッジ 7010401147845 日本のつゆ越境プロジェクト”ＮＩＰＰＯＮ　ＴＯ　Ｕ！＂ 岩井　久典

関東 東京都 足立区 レクシー株式会社 5011801026500 『セルフドッグスパ、トリミング、ペットコインランドリー併設店計画』 税理士法人原会計事務所

関東 東京都 中野区 株式会社フードキーパーズ 4011201012449 とことん九州にこだわった、毎日買える九州食品物産展 荻野　直樹

関東 東京都 新宿区 星和通商株式会社 2010401119345 留学生・外国人を応援する、モバイル通信新ブランド立上げ事業 小松原　史雄

関東 東京都 目黒区 株式会社ＪＬＢＣ 2011001128083 スキルアップと人材交流も可能な貸会議室・コワーキングスペース事業 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社シンカ 2010401078013 非対面を促進するＷｅｂ適性検査改修と提供プロセスのＤＸ化 コンピタント税理士法人

関東 東京都 目黒区 リアルティネット株式会社 3011001117507 災害に強いアメリカン・ビーチハウス専門工務店へ業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 有限会社燻 7010402004178 食品製造事業へ参画し”燻の味”を全国へお届けします 市田　勝

関東 東京都 中央区 有限会社三洋 3010002050196 環境配慮型ポンプの開発・販売促進による海外化粧品需要取組み 亀有信用金庫

関東 東京都 中央区 シルクリバー株式会社 3010001123432 これまでのブライダル着付け・ヘアメイクのノウハウを活かしたフォトウェディング事業 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社宏有 1010401009811 フードデリバリー事業への新規展開とワーキングスペースの提供 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 最上電気株式会社 7010401029523 再生可能エネルギー・ＳＤＧｓ関連製品への事業拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＨＥＡＲＴ 3180001096067 地域資源を活用し、家族で楽しめる「アウトドア体験×食育」を掛け合わせたフードトラックレストランを開業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＺＩＮＥ 4030001107713 がん罹患後も加入できるがん保険「がん再発保険」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社サンメレ 8480001008763 日本人の食事摂取基準を充すカラダ作り用冷凍食品のＥＣ販売事業 服部　峻介

関東 東京都 港区 株式会社ａＭｂｅｌｌｉｒ 7010401119729 女性のライフステージに合わせた身体の痛みのトータルケア事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 ミクロソフト株式会社 6010501041750 全国の拠点が繋がるｏｎ－ｌｉｎｅ配信サービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社エス・ディー・エル 1011301001065 ３Ｄバーチャル空間×リアル空間の提供サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 ブルーブルーエジャパン株式会社 4011101045656 インターネットを活用した体験型販売サービスによる業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社Ｔｒａｖｅｌ９８Ｊａｐａｎ 6010601051154 自家栽培と地元素材による飲食事業及びＥＣ・デリバリー展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 南青山リアルエステート株式会社 8010401088502 不動産、建築・設計、あらゆるサービスを通じて日本の広告塔へ 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 ＫＩＧＥＫＩ株式会社 7011101073679 アイドルがプロデュースするコンセプトカフェ／ＣｙＢＡＲＧｕｍ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＯＴＥＴＯ　Ｍｅｄｉａ 6010401135677 行政サービスプラットフォームアプリ「ＰＯＴＯＣＵ」の開発による事業転換 小笠原匡隆

関東 東京都 杉並区 ＫＰｓｔｕｄｉｏ 『赤ちゃんからお年寄りまで、三世代ファミリーでも楽しめる宿泊施設』に於けるグランピング事業 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ココロコメ株式会社 2010001166044 コロナ禍で往来が規制されている在日中国人や中華物産愛好者のための中華物産ＥＣ事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 千代田区 Ｇ・Ｏ・Ｇ株式会社 3010001076119 スマホ修理店／ｉＣｒａｃｋｅｄ　ｓｔｏｒｅ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ウフル 7010401095879 建物中央監視システムと各種センサ情報を統合したメンテナンス業務支援サービス 税理士法人虎ノ門会計

関東 東京都 目黒区 株式会社ＩＣＴ 1030001129355 光学式光学式モーションキャプチャ技術による、３D映像制作ができるスタジオ化 広部岳彦

関東 東京都 港区 株式会社ローラーズ 5010401121752 湘南の新スタジオで行う収録→配信のワンストップサービス事業 河村　泰隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社シーシーティー・ジャパン 8040001076937 海の豊かさを守ろう「タツノオトシゴ　プロジェクト」 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社ビジュアルアンドエコー・ジャパン 8011002033806 山梨活性化およびリアルとオンラインの相乗効果を狙う小売事業 税理士法人りんく

関東 東京都 千代田区 株式会社ビー・シー・エル 8010001129029 ＩＴ事業者が、リゾート宿泊型コワーキングスペースに挑戦 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社オフセット岩村 7011401001257 高密度ポリエチレン繊維不織布を使った防災用品などの新分野展開 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社Ｆａｃｉｌｉｔｙ　Ｔｒｕｓｔ 5010001194645 コンセプトカフェの新展開による経営軸の強化 楡井　宏志

関東 東京都 千代田区 株式会社アムコーポレーション 3010001183121 フリーランスを支援！スタジオ型シェアサロン＆治療家マッチング 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社パンドミー 2010702011135 「特定有人国境離島地域　雇用機会拡充事業」に寄与する、すし専門店への事業転換 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 北区 株式会社中村印刷所 1011502004395 世界初の水平開き技術とＩｏＴを使用した出版製本事業 文化産業信用組合

関東 東京都 品川区 株式会社トーテツ 3010701006829 里山でつむぎだすグリーンインフラストラクチャー　　　～持続可能資源活用で創り出すオリジナルサービスと地域資源～ 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ナチュラルリビング株式会社 6012301011248 空き家を有効活用したベーカリーカフェ事業による地方創生 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 江戸川区 株式会社アドヴァンスメント・パートナーズ 8011701014263 日本で初めてのｅスポーツに特化したリゾートヴィラの建設・運営への新分野展開 表　順一

関東 東京都 昭島市 株式会社紀之国屋のぐるめ 9012801018608 いちご狩り観光農園の開園といちごを使ったスイーツ（ジェラート等）の店舗販売 税理士法人熊代事務所
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ギャフ 2011001064270 孤立化した美容師同士を繋ぐ「クラウド型業務管理システム」の開発で美容師の美容師個人の生産性を高める 税理士法人和

関東 東京都 目黒区 株式会社宮川製作所 1013201005740 ＲＦＩＤを活用した物流業務の生産性向上と働き方改革のサービス事業化 曽我　太郎

関東 東京都 武蔵野市 アーツアンドクラフツ株式会社 3012401020614 ＤＸのチカラで日本発のオーダーメイドファッションジュエリーを海外へ 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 ＺＩＰ株式会社 2010601036968 合宿型ＡＩエンジニア６ヵ月養成スクール 税理士法人グランサーズ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社メディケアー 1020001010664 ヘルス・メディカルチェック機器「長期サブスクレンタル」創設新事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＭＡＲＵＫＩ 1021001053892 リフォーム業界初となるＡＩ機能搭載の自動見積書作成システム開発事業 株式会社キクチカラ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社パルトレーディング 1020002061608 御代田の風を感じる、こだわりの団子とコロナ対応田園カフェ 前田　由美子

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社田所製作所 1021001013062 ＡＩ搭載画像判別センサ導入による医療関連機器市場への参入 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＳＨＡＫＡＳＩＧＮ株式会社 9010101012934 居酒屋からハレの日ニーズに対応した鮨店への事業転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 美健ＬＡＢＯ．Ｋ－Ｓｔｙｌｅ 整体院からアイウェーブを活用したアイストレッチ事業への新分野展開 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ライフメディア 2021001043174 「世界に一つだけの車いす」をネット販売するアップサイクル事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 有限会社ヤマミ工芸 1021002034413 機械装置のノウハウを活かした部品加工業から産業機械メーカーへの進化 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社中村眼鏡店 8020001002309 眼精疲労を軽減させるテレワーク専用眼鏡を開発し販売する 糟谷光志

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社多摩川 7020002089602 コロナ禍でも安心安全で楽しい劇場型焼肉ホルモン酒場の開店 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 スガヤメタル株式会社 2020001069535 非鉄金属リサイクル事業の高付加価値化と海外進出の取組み 原田　総介

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アンジュ 7020001127627 建替え推進を後押しする不動産テックへの新規参入 よつば税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 壺中天 ２階フロア一部菓子製造室新設事業 嶋岡　正和

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社クドウホームズ 6020001103661 デジタル／デザインで実現する顧客第一・小回りの利く総合建築業へ 上薗　朗

関東 神奈川県 横浜市旭区 早川木材株式会社 7020001005502 オリジナルの建材・建具の製造販売事業 株式会社ＩＰＪ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アセゾネ 4020001102657 習い放題・定額制の地域密着型インドアゴルフスクールの運営 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 マザーズブランド株式会社 9020001085294 オーガニック食品のお届けサービスと新しいコミュニティ事業 瑛智税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社マザールーシー 5020002015312 新たな販路を開拓し、横浜から“日本一のアメリカ”を発信する 坪井　亮

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ダイムラー・コーポレーション 6020001093168 不動産投資クラウドファンディングシステム事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 半田屋技研 木製リール加工カスタムサービス 平塚商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社石勝 2021002049749 小田原市における永代供養墓普及事業‐誰でも気軽に「お墓」を持てる社会の実現へ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 平塚市 Ｋｉｍｕｒａ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ オンラインレッスンを活用したゼロリスク音楽レッスンの構築 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 エイドテクニックス株式会社 5020001128180 ＤＸを活用した寿司職人キャリア支援事業 木村　祐司

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社原不動産 8021002011876 放課後等デイサービス事業への新規参入 湘南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社ケイシー・トレード 4021002017150 地域密着型情報プラットホーム「まいぷれ藤沢」の構築・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 大和市 有限会社中丸商店 3021002041903 アメリカンなキッチンカーでロスの名物ホットドッグを提供する取り組み 大和商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ラポール 6021001051719 オンラインを活用してインナービューティー事業へ進出する計画 小林　政則

関東 神奈川県 逗子市 株式会社クラフティ 4021001066405 神奈川２位のラーメン店継承とオンライン販売での新市場への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市旭区 エム・トライブ株式会社 2011001120949 ＥＣ販売活用による地域情報紙及び地域特選品の自社商品の製作・販売 瀬戸　正人

関東 神奈川県 横須賀市 エヌアール企画 サイディング材処理のノウハウを活かして、産業廃棄物収集運搬業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社エヴァクリエイト 9010402019166 はり・きゅう治療院の開業とＷＥＢを併用した健康教室の運営 川崎商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＭＡＣ 4020001117481 清掃業からテイクアウト・デリバリーに強い韓国料理店への業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＳＯＵＮＥ 4011301027388 ＩＴに特化したコミュニティサービスｉｎコワーキングスペース 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社タキオ・アートスタジオ 8020002030564 コロナ禍で増加している東京郊外の新築住宅の産業廃棄物収集運搬市場への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 Ｅ．ルイス株式会社 7020001104799 『冷凍餃子２４時間無人販売』非接触型・地方創生・地域活性化に向けた取組み。 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＢＥＡＭＩＮＧ 3020001111114 既存事業の不振による自社主催ライブの運営への業態転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 神奈川県 海老名市 株式会社ＨＵＥＮ 1021001049156 焼肉フランチャイズ店からステーキ店への新分野展開に取り組む 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 リシェスホールディングス株式会社 5020001091081 不動産投資向け事業から、実需（マイホーム等）事業への転換 株式会社中小企業経営支援センター

関東 神奈川県 横浜市青葉区 高谷精密工業株式会社 8020001059266 樹脂加工に対応したマシニングセンター導入による複雑加工の実現と内製化部品の提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 いしはら鍼灸整骨院 地域密着のクラフトビール醸造～併設するタップルームでの提供およびＥＣサイトによる販売展開 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スプートニク 8020001122981 コンシェルジュ型店舗による、新たなアウトドアアパレルブランドの提案 柏崎　裕介

関東 神奈川県 川崎市宮前区 そばのかごや 居酒屋が挑む食材の有効活用による手作り「犬ごはん」販売事業 宮田　大

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社藩次郎 8020001132345 『食』と『施術』により地域の健康を守る整体サロンの開業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ＫＯＭＯＲＥＢＩ　ｐｌａｎｎｉｎｇ　２級建築士事務所 自分のおうちで植林しよう・ＧＲＥＥＮ　Ｌｏｏｐ　プロジェクト 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社ＭＡＢＵ 7020002077251 日本酒・発酵料理セミナーのオンライン化とコミュニティ構築事業 大谷　周平

関東 神奈川県 藤沢市 トラットリア　ピッコロ　ツィーオ 地域事業者の活躍の場を提供するレンタルルームの構築 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＹＡＳＳカレー 通信販売でオリジナルカレーとオリジナルクラフトビールを全国のお客様にお届け！ 町田商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社カリタ 1020002080681 調剤薬局が展開する「健康と暮らしの安全」を支えるおにぎり店 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 神奈川県 大和市 株式会社シンフォニーステーション 9021001053258 高品質かつ環境配慮で需要高まる自動車水性塗装事業へ転換 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社レインフォーレスト 7021002016595 鎌倉・三浦の素材にこだわる！飲食業から食品製造業への業種転換 齊藤　肇

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社フラップ 1020001082167 ポストコロナを見据えた訪問・オンライントレーニングへの転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社リエゾン 8020001087267 動画の活用による生産者の顔が見える北海道物産の販売事業 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社ＴＡＫＥＦＵＪＩ 5020001119089 ドライバー業務効率化・経理自動化アプリによる事業再構築 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 ＡＮＡＬＯＧ株式会社 5020001130632 隠岐の無垢材で木製品とアロマオイル製作で島の雇用と森林を守る 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社吉濵 1020002036519 会議室、Ｗｅｂ配信など多機能に利用が出来るファンクショナルルーム事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社武隈酒店 5020002081461 希少銘柄の地酒をワンコインで提供する“飲み物教室”の開業と新市場開拓 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 1020001125586 高級焼き鳥店をオープンし、昼間のテイクアウトを展開する カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シンキ 7020001092284 アフターコロナ時代に「ヘルシーな竹蒸し料理」の新規開店事業 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社エターナル 9020002104169 家系ラーメン店によるヘアカラー・脱毛専門店の新規展開 柴田　宏之

関東 神奈川県 横浜市西区 加藤甫写真事務所 ロケ専門カメラマンのスタジオ運営とトータル写真デザインサービスの構築 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 ネクセルインターナショナル株式会社 7020001108395 電気自動車専用ワイヤレス充電機器の開発・製造・販売事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社三和 5020001113793 和食料理人がつくる寿司と宅配サービスによる事業再構築 アアル株式会社

関東 神奈川県 川崎市宮前区 平間工業有限会社 6020002084777 左官業で培ったノウハウを活かした空き家管理業・オンライン販売業への進出 鈴木　聡

関東 神奈川県 座間市 興栄商事有限会社 3021002043494 コロナ禍で生じた需要を取り込む冷凍ラーメン無人販売への進出 加藤　敦子

関東 神奈川県 平塚市 ブラッスリー　パーレイ 居酒屋から昼主体の寿司業態への展開を図る 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社Ｚｅｎ 1020001121379 共に暮らした「家族」を思う気持ちに寄り添うペット火葬サービス事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 コスモバンク株式会社 7021001065362 シミュレーターを活用した２４時間営業インドアゴルフ店舗の展開 株式会社静岡銀行
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関東 神奈川県 横須賀市 海 福祉車両専門レンタカー事業への参入 三浦商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 あさひな 新たな蒲鉾商材をキッチンカーで販売することによる事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 ソラ　アンナ 新たにチーズケーキ製造販売事業に参入、テイクアウト販売 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｎ　ａｎｄ　Ｒ　Ｆｏｌｄｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ 1020003007808 カスタマイズされた折りたたみ式マルシェ用什器の受注生産販売 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 佐藤行政書士事務所 士業向けの顧客管理システムとモバイルアプリの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｈ・Ａ・Ｇ 4020001113464 本牧バーガーと一般酒類小売業免許取得によるお酒のデリバリー 株式会社ステラコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市港南区 キラリ国際合同会社 1020003012931 せりぎん音楽スタジオ運営事業への進出による事業構造の分散 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 鎌倉市 墨庵 鎌倉古民家と露地で、日本の伝統文化や作法の体験サービス提供 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 クー デリバリー専門の飲食店ＴＧＡＬデリバリー横浜三ツ沢店の開業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＩＭＥＸ 7021001039093 着物の原型利用・リメイク利用によるソーシャルグッドの実現 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ミュウコーポレーション 9010801020690 イベント・タレント管理会社が開く山本　美憂プロデュースカフェ かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エス・イー・ワークス 2020001033458 貸しスタジオによるデザイン空間提供への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 三浦市 合同会社三浦ＢＡＳＥ 9021003006040 自然体験ツアーの新分野展開として新たなプログラムの構築 髙梨　喜裕

関東 神奈川県 横浜市中区 ＡＬＴＡＩＲ株式会社 4020001095752 レストランから小売り型レストランへ 今田　正紀

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社光ベーク工業所 5020001006683 樹脂加工の試作から量産の一貫生産体制で事業継続基盤を確立する 山口　良明

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社加納食堂 9021001046823 ウィズコロナ時代における冷凍自動販売機を利用した再構築戦略 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市都筑区 大山製作所 オリジナルプレートを製造・販売し、ＢｔｏＣビジネスに進出する 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 インピロエンディ株式会社 3020001133942 ラグビーのリーグワンのチームのキッチンカーでクレープ等の販売 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ケイズコーポレーション 5021002010749 大衆居酒屋によるワンコイン海鮮丼テイクアウトサービス 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市中原区 ディアファクトリー 活版伝統工芸印刷を施した紙製品・手漉き紙の製造・販売業 佐藤淳

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社ひまわり 7020002062906 人生１００年！変化する高齢者意識と社会の要請に応える新規事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＭＦインターナショナル 5020001093103 コロナ禍で顧客離れが進む居酒屋から日式焼肉店への業態転換 尾亦　周平

関東 神奈川県 大和市 有限会社ディーエムシーサービス 8021002041700 新たに特殊車両の販売から整備までを一貫体制で行う再構築事業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 神奈川県 藤沢市 青山　雄樹 健康志向の顧客ニーズに合わせた新しい栄養健康食品のオンライン販売事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社エス・オー・エル・プラス 4020002105122 プライベート空間を提供する非接触型グランピング施設の運営 河村裕司

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＭＥＭＯテクノス 8021001016868 メンテナンスと用途開発によるサービスロボット市場への新分野展開 相模原商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 一友ビルドテック株式会社 9021001015522 外壁塗装会社のｗｉｔｈコロナ対応リフォーム事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 Ｍａｓｔｅｒｍｉｎｄ．株式会社 5021001055290 燻製調理した食材の製造販売事業への参入 内山隆一

関東 神奈川県 横浜市磯子区 ウエノクリーニング株式会社 3020001037945 ライフスタイルの変化に対応した大型・特殊クリーニングの提供 潮田　和美

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＮＰＯ法人チームさがみはらプラス 8021005008705 プロサッカーコーチの指導を地域から世界へ 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市中区 岩井開発株式会社 3020001091967 業界初！自分で簡単に組立て可能なオリジナルブランドの小屋の開発及びミニキャンプ場の運営事業 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社Ｖａｎｃｒｅａｔｉｖｅ 6010001143857 ６次産業化への参入を踏まえた首都圏への飲食旗艦店の開業 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社イッチコーポレーション 9020001057608 宮崎ギョウザ製造直売所 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 富士交流有限会社 3020002044833 中国伝統芸能の興行企画と文化交流ホール運営事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社中村屋 9021001032204 自然災害に見舞われる箱根、美容・健康志向の菓子製造販売で再起を図る 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｋ・Ｓ・Ｋ 8020001130860 整体院、健康器具販売からリラクゼーションマッサージへの業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＣＲＡＮＥ 2020001132557 居酒屋経営から無人貸しスタジオとダンスレッスン業への新事業展開 堀江　克

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アクシス 7020001046760 好立地・既存ブランド認知度を生かした質営業を新事業展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市中原区 ｉＮＵＯＶＥ株式会社 2020001124819 無人フォトスタジオ・ケータリング開始による事業再構築の取組 森　健輔

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 共恵１丁目バルオッジ エンタメパン屋で茅ケ崎を元気で楽しい街にする 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 ソアラ株式会社 1020001109993 クライアントの観葉植物オリジナルブランド構築・販売支援事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社ＤＥＥＤ 7020002104311 急速冷凍技術を活用！日持ちする高級食パンのサブスクリプションサービスで業態転換 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 厚木市 株式会社厚木工業 3021001058097 既存構築物のアンカーコアからテストピース採取、その他のサービス 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 カンタム・ウシカタ株式会社 3010801002612 ロボットを活用したヘルスケア業務用の新製品開発による新分野展開 株式会社翼コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ニューライフネクサス 元プロ野球投手による小中学生向け少人数野球教室への挑戦 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 パスタ居酒屋とらうさぎ スグスパ製造販売事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 合同会社前原茅ヶ崎販売所 6021003006902 高級傘　ＥＣ　から税理士向けアプリ販売への業種転換 織井　智子

関東 神奈川県 厚木市 株式会社二階堂 2021001049568 自慢の揚げたてアジフライを気軽にご購入頂けるキッチンカー販売 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｍａｎｄａｌｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 1020001097248 デリバリー事業の拡充による販路開拓とジビエ料理店への事業転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ＡｓｉａＨｏｍｅ株式会社 8020001109145 コワーキングスペース運営事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 平塚市 ライフリテラシー ボードゲームからオンラインゲームへ～ＤＸ時代の教育現場に届ける「デジタル教材」開発 平塚商工会議所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ＳＩＲ 9020001130249 空き家問題を解決する人材を育てるリペアスクール事業 漆間　聡子

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ステッチ株式会社 4021001063600 自社音楽作品の企画制作と販売、音楽家向けアトリエ新設による事業再構築 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 一般社団法人日本ハッピーエンディング協会 6020005012339 ｗｅｂ版Ｈａｐｐｙ　Ｅｎｄｉｎｇ　カードプロジェクト 税理士法人ＵＡＰ

関東 神奈川県 川崎市高津区 クラスアクト　クリエイション 自治体を対象としたミュージカルワークショップ事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市高津区 安藤直見建築事務所 古民家の再生による都市型ワーケーションの場として民泊 吉野　満

関東 神奈川県 鎌倉市 高橋マート 純米酒、自然派ワイン、クラフトビールなどの飲食サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ふらんすやま 6020001100155 パティシエの焼く『ちょっと特別なパン』の製造・販売による新事業展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社吉みらい企画 9020001134431 多目的マルチスペースカー活用したヘアセット・テレワーク事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター 7020005011802 面会交流団体の運営支援・立ち上げ支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 花珠 小料理店からドックカフェへの業態転換としての古都鎌倉店舗開設 岡野　哲也

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社パパカンパニー 4020001102830 子ども向け体験教室の定期開催 馬車道税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ユニーク工務店・リレーションシップ 5021001065414 暮らしを楽しむための短期賃貸住居の改修工事計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社オレンジフローラル 1021001035081 真鶴の「地域を味わう！自然体験型アンテナショップ」新分野展開 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社クレア 2020001112443 移動式フィッティングカーを利用したフォトウエディング 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横須賀市 やきとり竜馬におまかせ お弁当も竜馬におまかせ☆海援隊Ｈｏｕｓｅ開店計画 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ムールドラムス 電子楽器を導入しデジタル化した小学生向けレッスンとオンラインレッスン事業化 川崎商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社Ｓｏｕｎｄ　ｍｏｖｅ 7021003008699 同時通訳プランの開設による新分野展開計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社プライベート・サーヴィス 9020001142491 有名ソムリエ監修　ワインのオンライン販売とＪリーグ試合会場でのワインメインのキッチンカー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社スパイス 1010601033891 菓子製造許可取得に向けた新設備導入による事業の多角化－外食から中食・食物販への転換－ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社サニタ 6020001002145 治療事業から健康増進事業へ総合ヘルスケアサービス施設を展開 岩澤　信吾
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関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ベーシック 8020001119251 ポストコロナ時代の食を明るくする、安心・安全なシュラスコ・レストランによる新分野展開 柴田　宏之

関東 神奈川県 平塚市 株式会社吉川商事 1021001036377 住宅リフォーム工事業に参入する為の体験型ショールームへの改装 中南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社ヘアーコレクションフルール 7020002084842 ヘッドスパ導入による新分野展開 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ビッグママサービス 3021002070613 移動販売車による新たな市場の開拓と業務オペレーションの構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 ノースプレインファーム緑園株式会社 5020001061464 「テイクアウト事業×地域貢献コンテンツ」の新店舗づくり 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 鎌倉市 フクダオートモーティブ株式会社 6020001120806 キャンピングカー用架装新規製作とＢｔｏＣ市場参入への挑戦 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 三浦市 有限会社くろば亭 2021002071447 地元名物料理店によるマグロの未利用部位を活用した中食進出事業 三浦商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 日経管財株式会社 1020001097272 シニア層向け「相談先がわからない」を解決ちぇるる 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 南足柄市 株式会社足柄観光バス 4021001045193 ペットの葬儀式及び移動火葬車による火葬事業計画 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ｃｌｉｖｉａ　ｎｏｂｉｌｉｓ 1010001159040 プラごみゼロ！ココナッツヴィーガンフードのテイクアウト専門店への挑戦 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 合同会社ＯＴＤ 2021003006360 飲食店のメニュー開発力を活かした手軽にできるグランピング事業 アアル株式会社

関東 神奈川県 三浦市 株式会社高梨農園 2021001043579 ディップソースの開発とギフト市場の開拓 三浦商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社ＷＡＬＮＵＴ＆ＣＯ． 9021001063546 直接店舗で作った冷凍ラーメンのオンライン販売事業 手塚　大雄

関東 神奈川県 小田原市 広瀬読影室 健診読影のテレワーク化とｅ－ラーニングによる読影範囲の拡大 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社フジプロテック 6020001009248 バーチャルシミュレーションの活用による精密板金加工の新たな展開 松永　敏明

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ベリンダ 3020001127283 完全非対面による貸切りサウナ事業の立ち上げ 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社実空 9020001107635 冷凍冷蔵惣菜製造・配送サービス業 柿本　耕市郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社横浜三矢商事 3020002077643 デジタル技術を活かした障害児支援及び放課後等デイサービスへの挑戦 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社フードリム 8020001074174 精肉小売店への新分野展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社アースボイスプロジェクト 2500003000647 映像製作スタジオとオンライン配信システム構築を通して新たな学習市場の創出 合同会社エドエックス・ラボ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮ’Ｚ 6010401133037 人気リゾート地一番の優雅で高級感溢れるレストランウエディング 株式会社企業参謀

関東 神奈川県 横浜市港北区 ウェック 地方都市福岡でトップクラスの技術とリラクゼーションを兼ね備えたハイブリッドなサブスクリプション型美容院の展開 昭和信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 トキリノ 新規顧客取得のためのショールームの開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 藤沢市 炭火焼ハルキヤ 自宅でお店の味を体験！フレンチテイストをプラスした炭火焼料理のオンライン販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社Ｇｒｕｎｍｅａｌ 9020001107593 自社マイクロブルワリーの新設によるクラフトビールの製造・小売業への進出 浅葉　糸保

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社新倉技研 4021001044014 ＦＲＰ・天然素材屋根材を使用した防音・断熱・耐震向上でＳＤＧｓ社会貢献事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 高座郡寒川町 有限会社根本製作所 8021002009796 超大型真空容器の製作に挑戦し次世代蓄電システムの実用化に寄与する。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社メディア新日中 9010401045799 ＡＩ自動翻訳事業計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 サンノー技研有限会社 3021002034064 半導体製造装置・洋上風力発電業界参入による事業再構築 相愛信用組合

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社共和工業 3020001067653 設備導入と自社技術開発による医療機器部品への新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市泉区 エムワイホーム株式会社 3020001133406 最新鋭シミュレーター完備のカフェバー併設型シミュレーションゴルフ店の展開 野竿　健悟

関東 神奈川県 平塚市 有限会社三松工機 3021002059887 高精度の切削加工技術をもった当社が医薬品製造機器市場に新規参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エンジ 7020001108569 先端ＩＴ技術を活用した次世代アートラッピングカー事業 計良　忠一

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ベネクス 4021001024544 神経伝達物質の刺激を行うことで疲労回復を促すリカバリーサプリメントの開発・製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社友和工房 3021002025212 デモンストレーションセンター構築を含む業界特化のＩＴコンサル事業の新分野進出 西武信用金庫

関東 神奈川県 大和市 有限会社プレイスケープ 6021002049695 『アートガーデンクリエイター養成スクール』の開講 大和商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ＧｅｎＡｈｅａｄ　Ｂｉｏ 2021001064088 研究支援技術サービス業を基盤にした創薬事業への新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムズハウジング 4021001050466 知的障がい者向けグループホームの運営で社会貢献と安定経営を実現 大竹　寛征

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社佳雅 6020001024866 ストール・スカーフ製造で磨いた伝統的技術とヘルスケア商品の融合 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ラッシュ 1021001059089 霊園併設型ペット葬祭業で地域特性を活かした新ビジネスの創出 宮田　浩充

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＭＫ　ＧＡＲＡＧＥ 1020001098477 すべてのお客様に本物のカーディテ―リングを提供する 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市西区 三上船舶工業株式会社 7020001016086 船舶塗装技術で培った競争力を道路補修事業に横展開し、造船事業一本足からの脱却を図る。 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社桜建築事務所 8021001020770 宿泊とシェアスペース機能を備えた新チャネル「ＳＡＲＡ　ＧＡＲＤＥＮ　ａｉｋａｗａ」の開設 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社前田自動車商会 5020002022457 レンタカーとカーシェアリングを融合したハイブリッド事業の展開 株式会社ザイプラ

関東 神奈川県 座間市 株式会社小倉自動車 7021001029029 神奈川県央エリア初の全メーカー対応エーミング作業への進出 株式会社エフアンドエム

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｍａｒｓ 2020001135436 地元密着の洋菓子店の味の継承及び新商品開発・販路開拓の展開 レンタルＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ＴＲＩＮＩＴＹ 4020002073039 最新シミュレーションゴルフと飛距離アップの独自サービスでニッチトップ 德田　進

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社フアクト 7020001024345 ソフトウェア販売ノウハウを活用した部品設計自動化クラウドサービス構築展開事業 米森　達也

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ハルツ 1020001029993 最新３ＤＣＡＤ／ＣＡＭとデジタルツールによる業務拡大と自社製品の製造販売による事業再構築事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社トヤマ 6021001026480 放射光分野で培った一品モノ製作の精密加工技術・計測評価技術を活かした核融合・分析科学・医療など新分野への開発・事業化展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 大竹鋼材株式会社 1020001016868 大手企業の品質基準を満たす高品質ステンレス部材の供給で新分野を開拓 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 厚木市 有限会社テオリア 5021002036942 バスケットコートを建設し、スクール事業とレンタル事業を展開 厚木商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 深澤　真理 家具販売からネット通販によるインテリア雑貨販売へ転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 ストアネット株式会社 2020001041733 公共事業からの脱皮計画　「高速道路で工事事業者をもらい事故から守る特殊カメラシステムを開発する安全対策事業」 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｊ　ｉｓｍ 1020001115562 ＳＤＧｓに貢献する既存住宅買取再生再販事業参入による事業再構築 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社アクト・ノード 4020001134428 一次産業向けＩｏＴセンサー／ＡＩカメラのデバイス販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 南足柄市 南開工業株式会社 3021001033892 複写機消耗品リユース・リサイクルノウハウを活用したウォーターサーバーリファービッシュ事業への新展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ルアナ株式会社 9020001134167 ＡＩを活用したゴルフ及び総合健康増進施設事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ラウンドパワー 6020001037265 先端金属加工機等販売から、製造業を支える金型製造への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横須賀市 エージェントエムエム 代表の経験を活かしたシニアドッグウェア開発とシニアドッグケアサロンへの進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 バイオフィリア研究所有限会社 2021002001486 創動運動実施技術を利用した医療器具の開発及び商品化 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 相模原市緑区 有限会社大槻鈑金工業所 8021002018681 ファイバーレーザの導入による半導体製造装置用部品への新分野展開 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ファインスティールエンジニアリング 6020001021624 中空軽量化技術を活用した中空ドライバー等の製造計画 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＲＥＧＵＬＵＳ　ＪＡＰＡＮ 8020003011563 最新のデジタル運営体制のシェアドッグラン＆シェアキッチンサービス出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 ビーサイズ株式会社 4021001046274 認知症やＭＣＩの方々に安心を届ける、新たな高齢者見守りデバイスの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社梶川設備 7020002102505 社員の経験と地域のニーズを捉えたパティスリー＆カフェ事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ライブナー 6021001047072 老舗日本料理店のカフェ＆スイーツ事業への参入 石川　明生

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社清水原コーポレーション 9021001016660 脱炭素社会を目指す新たなエネルギー政策に資する「洋上風力発電機向けコア部品」への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ビック・サークル 1021002069806 収益性悪化事業からの脱却を目指す「事業転換」の取組み かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 三晃電設コンストラクシヨン株式会社 9020001046197 電気工事業が中高年向けにＩＴを活用したインドアゴルフジムを開業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社湘武テクニカ 1021001056680 ロボットの導入で半導体関連等ハイテク金属パーツの生産を新規展開 白田　浩幹
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関東 神奈川県 厚木市 有限会社ウイール・トラック 5021002030854 コインランドリーとコンビニエンスストアを組み合わせた集荷型クリーニングサービスの実現 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社フィフティークラブ 5020001101600 地域高齢者の健康改善に貢献する介護予防型フィットネス新規展開 株式会社エム．サポーティング

関東 神奈川県 厚木市 株式会社沼省 1021001020315 キャンプ・レジャー用タンブラー等のデザイン、量産体制の構築・商品の製造販売 平塚信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ビルドトラスト 3021001062891 自社製材による持続的な木造建売デザイン住宅の建築販売事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 葉山工業有限会社 8020002089931 高反射材の量産加工技術の高度化で挑むＥＶ自動車市場への新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＯＷＬ－ＴＹ 8020001131751 バイクカスタム多面的ポータルサイト運営事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市港北区 天源国際株式会社 4020001058503 中華料理店経営から強みを活かした食品製造業への業種転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 ロジウィルグローバルサプライ株式会社 9120001207796 中国人ＫＯＬを起用した安全・安価なライブコマース事業への転換 税理士法人齊藤会計事務所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ジョイメイクス 3020001134288 美容のプロが完全個室型サウナ付ヘッドスパで究極の癒しを提供 株式会社ＶＵＩＬＤ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社ミヤジマトラベル 1020002051039 素材にこだわる持ち帰りと配達サービスを備えた飲食事業への参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 一粋 割烹料理の技術をつめこんた「割烹味噌汁」のテイクアウト 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社サカエ 6020001069358 新たなレーザ加工技術の獲得及び高精度な全数検査体制の構築による転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社川崎精機工作所 1020001069131 設備導入と自社技術開発による半導体露光装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 神奈川県 鎌倉市 あったかい株式会社 3021001063659 湘南地域初！　本格的小規模ガーデンウエディングサービスの開発 湘南信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社オオカワラ 4021001027266 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社高部製作所 2021001001355 生産体制刷新による自動リネン仕分け機械等のユニット部品製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社おむらいす 3020001048463 食と運動でフレイルを予防する！新しいカタチの高齢者デイサービス 土田　高記

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社エコ・ステージ湘南 8020001121942 デモルームで効果を体感。安心安全な抗菌対策で湘南活性化に貢献！ 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＰＥＲ－ＡＤＲＡ 3120001206151 クライミングシューズの企画・販売事業からクライミングジムへの業態転換 バリューフォース合同会社

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社大塚鉄工所 2021001011528 シャフト加工技術と最新設備導入で実現する半導体市場への新分野開拓 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ＡＮＤ　ｙｏｕ 4021003006466 地域連携型・非接触型室内ゴルフ練習場及びゴルフ用品販売への新分野展開 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 松原フード有限会社 4021002066916 「非接触×自動化×寿司職人」で次世代型回転すし店を新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クロスリンク 4020001100248 製造・物流倉庫派遣業界専用の勤怠管理システム 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 大和市 株式会社パワービジョン 3021001067932 廃棄食品・食材のアップサイクリング事業への業種転換 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ミドリ産工 9021001037418 法人、個人向け商品開発と企業向け医療、航空宇宙、ＥＶ部品の事業へ進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 海老名市 株式会社むげん 9021001027798 ボイラー燃料向けの油化装置開発によるエネルギー事業の再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 川崎市川崎区 サニー工業株式会社 5020001072965 当社の強みを活かしたポリエチレン管材にて継手等新たな用途を開拓し新分野へ進出する。 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社マチダ店装 1021001033184 愛犬も、愛犬家も、だれもがみんな楽しめる「複合スポーツ施設」を開業する 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社菊池製作所 2020002096553 粉砕機部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社貝塚造園 3020001008434 ＯＭＯを通して理想のガーデンを体験・発注できる次世代型宿泊施設 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社稲村クリーニング店 7020002018131 省エネかつ感染症対策に特化したクリーニング店併設コインランドリーの展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 有限会社信玄館 8021002055774 丹沢湖地域の名湯『かくれ湯の里』をユニバーサルな温泉旅館へ 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 城北工業株式会社 3020001017708 設備導入と溶接や品質管理強化で実現する医療機器市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社大平製作所 7021001021547 新分野である半導体で利用される洋白材シールド精密板金加工事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社堀内産業 8020001021671 ＳＵＳ加工の強度・美観を極め、入退場ゲート分野への新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 川崎市中原区 松栄金属株式会社 6020001069432 公差０．２ｍｍ以内の精密溶接加工を可能にし、半導体・医療機器部品へ展開する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社プラスエヌ 2020002078543 脱炭素を推進するＥＶ充電ステーションの販売・設置・保守事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 つかさ商事株式会社 8020001066634 田園都市線ビジネスマン向けサウナ付きテレワーク施設の運営事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 逗子市 株式会社ＴＡＣ２１ 9021001042384 保有休眠施設で陶芸教室、セミナー等を開催する施設を運営するサービス業への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 綾瀬市 伸和工業株式会社 5021001027414 取引先からの事業承継によるニッチな業務用厨房機器市場への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市南区 エイム電子株式会社 6021001011400 世界初！８Ｋ分配器の開発により、日本の映像技術の進歩に貢献 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ツガワ 3020001020967 産業用装置メーカー向け高精度大型フレーム／高精度大型部品加工新分野への参入 株式会社岩手銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ＧＸｓｐｏｒｔ株式会社 1020001121412 先端的なＶＲシステムを活用したプロアスリート養成施設事業への業種転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社岡村金型製作所 1020002005580 異形状高精度切削と平面側面超精密研磨の一貫製造による新分野進出事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社明光苑 4021002050671 高付加価値の新分野展開で事業再構築を実現する 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＹＳＴＥＲＹ　ＴＲＡＩＮ 2020001084798 日本一詳しいエルヴィス専門家によるニッチなジュエリー開発販売事業 大谷　周平

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社インセクト・マイクロエージェンシー 2021001031583 誰でも簡単！デジタルサイネージ配信システムで事業再構築します。 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 神奈川県 藤沢市 清田物産株式会社 4021001000578 軽貨物運送業向けの特定整備・エコ整備を伴った中古車販売事業 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市南区 遠東株式会社 1020001134868 広告業・整体院から金属リサイクル業への業種転換に取り組む 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ＷＢ 6021001062229 高級食パンと地産食品を使った商品で人と地域企業とがつながるダイバーシティーカフェ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社シティハウス 3021001012525 不動産と住まいの技術を活かしたサウナ施設の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 川崎市中原区 合同会社ｄｏｔｗｏｒｋｓ 5020003008488 伝統文化にエールを！歌舞伎町大衆演劇専用劇場開業計画 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ダイヤモンドプロジェクト 2020001048489 環境に配慮した優れた工法であるウォータージェット工法導入による新事業展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社関口製作所 5020001069557 老舗の金型製作所が、産業機械のユニット部品製作に進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社湘南サンライズ工業 9021001009193 「角型から丸型へ」超精密研削技術を活用した業態転換及び半導体、医療分野への進出 長崎県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市泉区 アシスト株式会社 9020001062211 遺品整理から始まる地球に優しいリユース品輸出事業 保科　悦久

関東 神奈川県 座間市 有限会社澤動物病院 8021002043655 「治療」から「承継飼養サポート」へ！　動物病院による新分野展開事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 自動車工業株式会社 3021001027390 設備導入と溶接ロボット稼働率向上で実現する物流市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 小田原市 中川食肉株式会社 5021001033024 １００年以上続く老舗食肉の卸売事業から　最高級のお肉を提供する「焼肉屋」へ事業転換 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社エムテックエンジニアリング 6020002074729 高性能最新の溶接機の導入による、溶接品質向上と新分野参入 牛腸　真司

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社かさい珈琲 5021002003538 ホンジュラス産珈琲テイクアウト販売によるコロナ禍による業績回復 北村　亮太

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社マックピーアンドエス 8020001021341 ステンレス配管向け継手加工事業への参入によるリスク分散 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市栄区 石井造園株式会社 3020001000044 ランドスケープカフェを基盤とした、新規庭園工事受託への展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社田中企画 3020001127390 ハウスクリーニングキットのＥＣ販売とオンラインアドバイスサービスによる小売業への業態展開 宮﨑　雅大

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社Ｙ－ｚｅｎ 9020001096903 法定点検業務を完全デジタル化へ：保守、管理業務をクラウド管理 小菅　英顕

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ミツミ 3021001014091 研究開発型企業発「地域密着型シミュレーションゴルフパーク」 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社グランドゥーカ 1020001098758 レストラン事業から業態転換をして事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社Ｒｅ－ａｌ 6020003013941 遠隔／仮想ハイブリッド釣りシステムの製造・販売体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社フラタニティ 5020001063279 ヘルス＆ビューティー事業のノウハウを活用した宿泊ファスティング事業への挑戦 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 八虎水産加工株式会社 8020001024162 地域から全国へ「ヘルシーな水産加工食品」を届ける小売販売事業を展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 バイオコミュニケーションズ株式会社 2020001011934 中小企業健康支援ＤＸ事業 神奈川県中小企業団体中央会
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関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社デジタルモンキーズ 3180002047044 既存の映像制作事業の強みを活かし、コンテンツの付加価値拡大を目的としたＮＦＴ事業を展開する 中村　健一郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社スポーツワン 5010901020396 業界初のオンライン社内イベントマッチング事業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社キクシマ 6020001003779 空き家再生事業への展開に伴いデジタル活用による管理業務効率化 市木　圭介

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社きぼうｙｙ 1021001064196 保育園運営ノウハウを活用した療育サービスへの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社ワッツ 1020002066020 地域活性へ向けたバケーションレンタル事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社本庄製作所 6020002040144 高性能レーザ加工機導入による医薬品充填装置用部品への挑戦 株式会社ピースマネジメント

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社リノベース 3021001048081 古民家とグランピングを融合させた「民泊×ワーケーション」事業 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＡＲＭ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 6021001053789 再エネの有効利用が可能な新規フロー二次電池の量産化技術確立 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社トランスパックエキスプレス 6020001027984 英会話能力と調理技術を活かしたセントラルキッチンとキッチンカー事業へ業態転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社大成 9020001008916 多品種少量の販促印刷物とリサイクル可能なディスプレイ生産によるⅤ字回復 安達　延行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社森迫工務店 4021001027646 ホスピタリティ溢れるコテージで旅行気分と焼肉を味わえる焼肉店 横浜信用金庫

関東 神奈川県 座間市 株式会社日本治具製作所 6021001026489 高難度加工技術の獲得で、ＥＶトラック用部品の開発・製造に挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社一志 2020001114299 マーケティングデータを活用したキッチンカーフランチャイズ 服部　峻介

関東 神奈川県 相模原市中央区 尾崎ギヤー工業株式会社 6021001016044 幾何公差への高度な対応力を生かし鉄道車輪市場への新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 相模原市緑区 大栄工業株式会社 7021001014823 チタン製部品の生産体制構築で実現する半導体市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 綾瀬市 ハンドトラスト株式会社 1021001058339 様々な重量物を掴めるハンドを持つ双腕の自動搬送ロボットの開発 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 湘南システム株式会社 7020001097531 使用済み発泡スチロールのリサイクル処理事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ベルコ 5020001010537 形鋼加工による部品製造を既存事業とのシナジー効果で収益力向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 岡村建興株式会社 8020001072236 ＣＯ２排出量と産業廃棄物を削減する画期的なＳＲ－ＰＣａ製品量産事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 エイジレスホールディングス株式会社 6020001119311 経営基盤を生かした不動産事業への参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ベジッシュ 7021001055264 朝獲れ直送！鮮度抜群の魚介類を使用したお惣菜製造販売事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社クボモト 5021001000593 健康と豊かな食生活をサポートする医薬・食品のロジスティック事業 白田　浩幹

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アイ．デイー．エス．企画 7020001025112 プロに学ぶワイン製造体験できる一棟貸切民泊施設を新規オープン 中川　博

関東 神奈川県 相模原市中央区 ユタカ精工株式会社 7021001014294 複合加工機の導入による工程統合の実現と医療機器産業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社エスワイケイ 7021001037948 グリーン社会実現に向けて～省エネ見える化パッケージシステム開発・運用による病院・介護施設　のＺＥＢ化計画 広岡　徹也

関東 神奈川県 横須賀市 関東化成工業株式会社 1021001040123 環境配慮型・抗菌・抗ウィルス効果めっきの日本初の製造プロセス 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 有限会社ブレドール 3021002068979 主に地域食材を活用した惣菜製造の為のセントラルキッチンの新設と惣菜販売 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社神奈川住空間 5020001025130 住宅建設のノウハウを活かした居心地重視のホテルの開設 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 サウスフィールド・マネジメント株式会社 9020001105746 法定点検の実施・進捗確認に特化した建物維持管理のソフトウエア構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＧＬＩＰ 9020001130050 本格的な防音ゲーミングピットとマンション空室のマッチング 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 神戸モーターカンパニー有限会社 4020002079044 ＡＩを活用したＢｔｏＣ事業への進出 コンピタント税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社セイブ 4010801015877 ＳＤＧｓの潮流を捉えて水素エンジン市場への参入 有限会社三井経営研究所

関東 神奈川県 川崎市幸区 小澤商事株式会社 4020001070656 産業廃棄物の「焼却処分」から「圧縮処分」へ。環境に配慮した業態転換を実現します。 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ヘレス 6020001124757 安心安全・究極の地産地消を実現する都会ファームによる事業再構築 森　健輔

関東 神奈川県 横浜市中区 育栄商事株式会社 9020001058424 アジア系生鮮食料品店のネットスーパー進出による販路拡大 加藤　敦子

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ウッズ・コーポレーション 4010401078804 大学用の講義システムＭＯＯＣの販売促進のための自社ＭＯＯＣの開発 鈴木　康一郎

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ステイト工業株式会社 3020001017740 業界初取替可能のカートリッジ型工業用ブラシの製造・販売 ＳＫＩＰ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社聘珍樓 8020001115812 既存事業の強みを生かした高齢者向け配食サービスの展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＨＭＳ 5021001044797 ディーキャリアへの加盟による就労移行支援事業の展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 逗子市 特定非営利活動法人ＫＤＰ　ＫＡＮＡＧＡＷＡ　ＤＯＧ　ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ 5021005009400 寄付金依存からの脱却を図る、新しい形の「保護犬カフェ」事業 奥田　剛史

関東 神奈川県 相模原市中央区 アクセスエンジニアリング有限会社 7021002026231 実用新案技術を生かした電動車椅子量産化に向けた製造業への業種転換 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社リンクファシリティーズ 4080101004616 障がい者・高齢者の雇用拡大　「全室知的障がい者対応」の簡易宿泊施設を開業。 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ‐ｗａｉ 5021001060670 リネン市場における　ＢｔｏＢ　製造事業への参入 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社サンザ 6020001045755 伊東市の温泉や城ヶ崎海岸などの豊富な地域資源を活用した「地域密着ワーケーション連動型　未病改善施設」へ業態転換 ＯＡＧ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社道建 6020001116168 公共工事業による地域住民ふれあいラーメン店で家屋工事受注 松尾　基司

関東 神奈川県 横浜市西区 ＢＥＳＴ株式会社 7020001056603 カビ検査キットを活用したハウスクリーニング事業への進出 内藤　義光

関東 神奈川県 座間市 ミツワ工業株式会社 9021001026577 アフターコロナ、カーボンニュートラル時代に向けた新分野進出事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社佐々木鉄工所 8020001026679 再生可能エネルギーの送変電に必要な高精度部品製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社トータルエイド 4020001047613 新ブラスト塗装工場建設で実現する現場塗装からの業種転換 株式会社常陽銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社京浜トレーディング 4020001022970 トラック走行に必要な尿素水溶液と純水を撹拌した高品質な尿素水の製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エイトバード 2021001002733 日本初の１００％オフグリッド無人島グランピングリゾート事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社大村ネームプレート研究所 4020002083483 受注から出荷までの一貫ＤＸ革新による高意匠銘板の新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 甘木工業株式会社 5021001046918 デジタル化を推進する新型半導体製造装置部品製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＬＩＣ 5021001064820 鎌倉で〈サウナもワーケーションもできる〉高級民泊宿泊事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ジーエフシーサービス 9020002076821 ＡＩによる自動査定機能を活用したマッチングサービス 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社ツユキ製作所 8021001031891 半導体製造装置・石英加工業界参入による事業再構築 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムテック 9021001007866 政府開発援助事業の経験と装置製作の経験を生かした輸出入事業における新事業展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 トミタテクノロジー株式会社 6020001006567 植物工場における、機器の制御や生産技術を習得する生産技術管理者の育成を目的とした人材教育事業を新たに展開する 藤原　一夫

関東 神奈川県 厚木市 ＬＩＮＫ　ＢＡＬＬ株式会社 7021001053581 新事業「食のテーマパーク」の展開、「健康」をテーマとした新商品・サービスの提供 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社カンパイ 7020001061215 環境にやさしい太陽光発電を利用したハイブリッド型バイオトイレの組立製造・販売事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社フォトバイヤツイ 3010401068260 ウィズコロナ時代のハイブリッド次世代型ライブ配信・動画収録スタジオの開設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社テクニカルタテノ 9020001073729 これまでの技術を活かし、成長分野に参入し事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ミレニアム 2021001046895 飲食店向け鮮魚市場ＥＣサイトの構築 株式会社フライングサポート

関東 神奈川県 逗子市 株式会社リビエラリゾート 4021001041639 グランピング事業への参入計画 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社サイファクトリー 4021001057445 フランチャイズ事業者向け食材発注管理システム 松村　一朗

関東 神奈川県 厚木市 株式会社曽我製作所 2021001022129 ステンレスアートの加工技術を獲得し、トラック装飾部品の製造に挑戦 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 合同会社ＨＡＫＵ 2010403021086 建設事業者が実施するＤＩＹ体験が可能なグランピング施設の運営 伊藤　圭佑

関東 神奈川県 厚木市 メディピーチ合同会社 4021003005451 Ｗｉｔｈコロナ時代における「健康寿命を延ばす地域初のサービス」を提供する通所介護施設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社大伊豆 9020001067557 中空構造板を使った商品の開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 丸正クリーニング 非接触２４時間クリーニングとキャッシュレス決済コインランドリーの運営 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 スミキ技研 高精度ワイヤ放電加工機の導入によるミニチュアボールベアリング保持部品の開発 ペンデル税理士法人
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関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社東京エンヂニアリング 4020001069822 在留外国人材の活躍を支援し、求人難の企業と結びつけるプラットフォームの開発 株式会社ユア・ストラテジー

関東 神奈川県 秦野市 ユーコーコミュニティー株式会社 5021001024502 外壁塗装業から美大卒職人による体験型ペイントショップへの新分野展開 齊藤　祐一

関東 神奈川県 平塚市 株式会社湘南ネットワーク 8021001048440 ｅ－ｓｉｍ搭載インターネット回線で操縦するドローンスクール経営と資格取得操縦士の派遣事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ニュートラルワークス 5021001060794 中小企業のＤＸ推進を支援！中小企業へのＩＴ人材の紹介・派遣事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ＫＴ 2020001110199 ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えたＷＥＢ上で行えるリフォーム・シミュレーションアプリの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社横浜マリンシステム 3020001099861 ＤＸ推進の波に乗れ！ノーコード、ＡＩエンジニア教育サービス ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 グローバルコーポレーション株式会社 5020001078979 介護・医療業界への求職者と施設をマッチングするプラットホーム運営事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 神奈川県 厚木市 有限会社ベースキャンプ 8021002035628 重症心身障がい児向け介護サービスで家族の負担軽減を！ 新本　浩貴

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社オオカワ 4020002064335 焼肉店の強みを活かした地域内循環型鹿児島産直マルシェへの挑戦 株式会社南日本銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社誠武 8021001027428 多品種少量生産体制の構築により、機械加工分野への新規参入 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社寶輪会 7011701014280 介護事業者向けのオンライン型調剤・配達サービス事業 大東京信用組合

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 1021001016866 「ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｍｅ」　スマートフォンアプリを使った脱店舗型フィットネス＆コミュニケーションサービス 税理士法人ＢＡＭＣ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 テイト・エンタープライズ株式会社 8270001005385 業界初！特殊濾過技術を活用した尿素ＳＣＲシステム用尿素水のオンサイト型製造・販売事業 株式会社　ＱＵＯＮ

関東 神奈川県 横浜市中区 ＹＡＤＯＫＡＲＩ株式会社 3020003008399 『動く別荘』レンタル＆マッチングプラットフォーム新事業 藤原　千穂

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クライミングシルバー 7020001118238 療育と保育を併せた児童発達支援事業所「児童発達療育園」の開設 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社プレンティーズ 8021001051295 名物アイス屋が牛乳・乳製品の販売で地元をもっと盛り上げる事業 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社横浜ヘルシー 8020002013164 ＥＣサイトの立ち上げとＯ２Ｏマーケティングプラットフォームの構築 長田　和弘

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社島商 6021001070826 新鮮な海産物「メイドイン横須賀」の販売拠点構築事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ティーケイトインターナショナル 8021002012726 女性に優しく、ママが楽できるグランピング事業 永島　英幸

関東 神奈川県 海老名市 株式会社サガミパーツ 3021001026863 半導体製造装置向け複合加工技術高度化による事業再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社奴ダイニング 5020001088045 ＳＮＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＳＮＳマーケティング）事業 長岡　孝之

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社集栄堂 3021001005165 彩り豊かでおいしくヘルシー！藤沢の地産地消お弁当 白田　浩幹

関東 神奈川県 川崎市幸区 布施保育事業株式会社 8020001127147 障害者の自立を総合サポートするグループホーム。街に住んで、働く！ 五味田　匡功

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社リカバリータイムズ 1020001099962 ＤＸ＆ＩＣＴ活用による法人向けＦＣ事業展開（他地域進出） 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ケーエムシーコーポレーシヨン 5020001017177 快適なクルーズ体験をサポートするマリーナ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社Ａ・Ｃ・ＭＡＧＩＣ 6021001075313 高性能フィルム「ＰＰＦ」による新・愛車プロテクトサービスの展開 税理士法人ＭＢＣ合同会計

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社えびす屋ダイニング 4020001124593 ビアホールからの思い切った総合フルーツ事業への業態転換 平井　慎一郎

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ムジント 8020001127758 パーソナルトレーナー向けのオンラインスクールの運営 税理士法人日本国際会計

関東 神奈川県 横浜市青葉区 合同会社テトラッド 3020003011717 先進アウトドアテックによる次世代グランピング事業への業種転換 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ＪＪＴ株式会社 8020001124375 輸入食材に特化した店舗の開店 長塚　歩

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社シオン設計 1020001093338 自動車部品設計の受託サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ネオスタイル 2020001086992 森下で日常を非日常に変えるＣＨＩＧＡＹＡ雑貨とショールーム 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社紺野企業 6021001004734 混合廃棄物の中間処理ラインの高度化による資源循環促進事業 青山裕之

関東 神奈川県 川崎市川崎区 ＨＬ株式会社 9080101017084 少額からご利用いただるクラウドマイニングサービス事業の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社灯工舎 5021001047164 ライティングコンサル＋記憶型自動ＬＥＤ照明器具レンタルによる遠隔展示ライティングサービスへの転換 相模原商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社沖水産 2021001034966 犬猫をはじめとするペットとの日常を豊かにする事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ケントッシュ 2020001034159 ペット動物園と大型ホテルのコラボで動物エンターテイメント観光業へ 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＫＵＲＯＦＵＮＥ 8021001046857 未来は俺らの手の中ワッフルで起死回生 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シゲミコウキ 9020001063366 「建設業者」と「職人」を繋げるマッチングプラットフォーム事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ＡＭＰＬＵＳ 4020002075068 日本発！グローバルニッチトップの高度ＡＩゴルフスイング解析ソリューションの事業化 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＮＥＯＮ 6010001164630 大田区町工場の巧の技が光る（映える）空間を活用したロケーションレンタル事業 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＦＵＫＵＭＩＮＥ　Ａｉｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ 5020001123405 地域資源の有効活用を通じた製缶板金業への参入による事業再構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ローマステーシヨン 5020001030915 老舗レストランがカジュアルイタリアンでテイクアウト事業参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社グローイングアップ 4020001093590 生活サポートと温かい食事の提供・シニアの孤立を防ぐシェアハウス事業 株式会社しのざき総研

関東 神奈川県 川崎市川崎区 和み酒房げん 川崎初！飲食店併設型「どぶろく醸造所」設立計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社フォトエクボ 8020001028568 老舗写真館が手掛ける七五三、成人式向けのワンストップサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ダイワダンボール 8021001012999 相模原から全国へ！段ボールで目指すカーボンニュートラルへの貢献！ 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 海老名市 株式会社シナデック 9021001029910 自動機製造の技術を生かした新分野展開！自動バリ取り機で製品加工受託 ライトハウス税理士法人

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社藤野倶楽部 2021001046805 ペットや高齢者、障がい者家族のためのユニバーサルデザイン宿泊施設 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 座間市 株式会社キイヤ 9011001005953 伝統の技術とノウハウをデジタル化し、ファッション業界をＤＸ化する事業 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社住まいエージェント 7021001068778 空き家対策や地域再生に繋がる「クセがある不動産」市場の新規開拓事業 株式会社神奈川銀行

関東 新潟県 新潟市東区 ゼノア下越 自動洗髪機とデジタル顧客管理システムを活用した「ヘアカラー専門店」の開業 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 ユニトライク株式会社 2110002008953 バイオ浄水装置を活用した持続可能な仮設トイレの衛生対策 株式会社大光銀行

関東 新潟県 佐渡市 株式会社ＯｃｅａｎＬｉｆｅ 4110001027779 佐渡加茂湖産牡蠣養殖業という強みを活用した牡蠣加工品製造販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＡＣＴＯＮ 6110001034014 既存顧客ニーズに対応した男性専門セルフ脱毛サロン新設 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟ヒロタカデザイン亊務所 6110001004116 商業建築で培ったデザイン力の高さを活かした一般住宅リフォーム事業への参入 税理士法人あおば会計

関東 新潟県 新発田市 株式会社福島印刷 2110001012873 バレエ教室に特化したオリジナル・アパレル製品の制作販売 公益財団法人にいがた産業創造機構

関東 新潟県 新潟市東区 アロイマーケット株式会社 1110001010044 既存店舗を中食向けセントラルキッチンへと改装しネット通販を行う 株式会社イソシエ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社佐々木商店 1110001002223 一番人気メニューであるカレーに特化した専門店をオープン Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 Ｍｏｒｅ　ｆｕｎ合同会社 9110003002940 ドールハウスの宣伝プラットフォームの構築における動画配信事業 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 上越市 アイエムタクシー株式会社 7110001019922 タクシー事業のリソースを活かした高齢者向け夕食宅配サービスへの展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 新潟県 新潟市北区 ＩＫＳ総合住宅株式会社 1110001031065 全工程を自社で対応可能に！顧客ニーズに対応した木工家具製作事業 吉元秀樹

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ＤｅａｒＳｔａｆｆ 2110001029744 アクティブラーニングをベースとした新しい研修スタイルの構築と販路開拓 新潟商工会議所

関東 新潟県 中魚沼郡津南町 有限会社雪国 2110002025981 津南町と同業者と連携した域内プラットフォームによるワーケーション事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南蒲原郡田上町 ジョイントファーム株式会社 7110001016639 米粉・玄米粉を使った、身体が喜ぶグルテンフリーのおやつ販売事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 特定非営利活動法人キッス 5011305001652 ワーケーションスペース、タイニーハウスを備えたゲストハウスの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 十日町市 株式会社きはだや 7110001020954 熱いハートで作るドライフルーツを全国に届けたい！ 十日町商工会議所

関東 新潟県 十日町市 株式会社十印十日町水産 6110001021045 水産卸売業者が、地域の食を支えるために米飯事業へ挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社小暮 4110002010998 カフェ×花屋×美容院を複合したおしゃれな空間を提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 新潟県 長岡市 ＪＵＩＣＹ アフターコロナに順応した集いの場の開設及びサービスの提供 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 十日町市 つけ麺酒家サクラ 十日町の有名ラーメン居酒屋の秘伝野菜餃子と新潟ラーメンの発信 株式会社第四北越銀行
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関東 新潟県 新潟市江南区 ノアズキッチン ニーズの高い中心部への移転と持ち帰り・非接触サービスで本場の味を新潟へ 新潟商工会議所

関東 新潟県 新発田市 株式会社都市環境 8110001012760 先進技術を活用した新たなニーズに応えるメンテナンス事業への展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 地方卸売市場株式会社小出魚市場 7110001026737 地域と取り組む魚市場内小売事業 樋口　圭治

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 有限会社弥生商店 4110002019610 酒類小売店が、地元農産物を使った缶のクラフトビール製造を行う事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社ハリカ水原店 2110001011371 コロナ禍を乗り越えて人の交流を！「物産展ゲストハウス」で賑わい創出と地方活性化。 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＳＫＴ 6110001033759 新たな地盤改良工法の開発で更なる競争力強化と販路拡大のための技術開発事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社扇屋 2110001018879 地産地消にも貢献！結婚式場業がもてなすドッグカフェ＆レストランで再構築！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社コーワシーリング 9110002010119 高級感のあるメタリック調・高精細３Ｄラベルの開発と製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 荒川衛生解体工業有限会社 7110002021885 カーボンニュートラルな木質燃料の製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 ワンアジア株式会社 8110001016522 外国人創業者向けのビジネスセンターの運営事業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 丸越工業株式会社 6110001016367 業界初！ステンレス製のフレコンスケールの製造により新市場へ展開する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社エフディーエヌアジェンダ 5110001030229 体づくりに貢献する弁当製造セントラルキッチン開設と、新潟駅前フィットネス併設ビルでの専門販売店及びＥＣサイトの構築 税理士法人小川会計

関東 新潟県 妙高市 合同会社どんぐり村 2110003004290 冷涼な地を生かして作る地元食材の燻製品で、地域のブランド化を目指す 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社アグリコア 3110001026138 ワイナリー資源を生かした地域ぐるみ複合的レジャーの創生 税理士法人小宮山会計事務所

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社フィールドスケープ 6110001007267 造園のプロフェッショナルによる新事業「自然体験事業」の開始による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 日本メディカルオーダー株式会社 8110001027429 純国産医療機器インプラントの自社開発による海外依存からの脱却 税理士法人スバル合同会計

関東 新潟県 長岡市 株式会社船栄 6110001023371 新潟の飲食店会社が冷凍加工食品製造業に進出し事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社トラステック 8110001025226 ＩＴ関連企業が新潟県見附市で障がい児通所支援事業に初参入 高橋　宏幸

関東 新潟県 村上市 株式会社オークリッチ 3110001018465 希少な卵から「買う・食べる・体験する」で繋がる「人と地域と食」の複合拠点店舗 村上信用金庫

関東 新潟県 上越市三和区 株式会社Ａｍａｙａ　ｆａｒｍ 5110001034196 地元の果物・野菜等を活用した「フリーズドライ製品」の製造・販売による事業再構築 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社満日製作所 9110001007297 精密加工技術を活かした産業用ロボット市場への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ＯＣｇａｒｄｅｎ 8110001018683 農業温室からハイブリッド型Ｇｒｅｅｎカフェへの転用 田村　直也

関東 新潟県 燕市 有限会社笠吉製作所 5110002019080 老舗カトラリーメーカーによる研磨事業への新分野展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟グランドホテル 2110001003815 新潟グランドホテルレトルト食品・冷凍食品の開発新規事業計画 平塚　幸雄

関東 新潟県 五泉市 株式会社タカトニット 2110001011669 無縫製アパレル小物の開発とその自社ブランド販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 有限会社ホテル一水荘 5110002013835 非日常の空間・体験の提供を軸とした地域活性化への取組 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社クリーンニイガタ 6110002002052 ＳＤＧｓ・環境維持に貢献、都市鉱山を活用する産業廃棄物ＯＡ機器のリサイクル事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟タキザワ 2110001003963 大型３Ｄプリンターを活用した店舗什器・家具の製作 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 ウエカツ工業株式会社 6110001018834 収益基盤強化のための小型超精密部品製造事業への新分野展開事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社アリーズ 2110001022071 中小零細建設事業者向けＩＣＴ建機レンタル事業参入による建設事業者の課題解決への取組 つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社蓬平観光ホテル和泉屋 3110001023671 ブレジャー需要への対応と女性向け日帰りプランの充実による家族客の拡大事業 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 三条市 相栄産業株式会社 6110001013810 カーボンニュートラル時代に向けた次世代自動車向け部品製造への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 有限会社サンブリッド 4110002016541 強みを活かす商品開発と中食需要を狙った販路開拓で収益基盤を強化 株式会社匠コンサルティング

関東 新潟県 小千谷市 株式会社丸栄 7110001025796 雪室を利用した珈琲と特産品販売による地域活性化事業 長岡信用金庫

関東 新潟県 五泉市 株式会社サンクミル 4110001011642 エコな機能素材ニットで自社ブランド構築とＥＣで脱下請けを目指す 株式会社ビジネスリノベーション

関東 新潟県 燕市 株式会社ゴトウ熔接 9110002019011 多様なニーズに対応したユニットハウス製造、販売の新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 有限会社ＬＥＣソリューション 4110002006575 産業廃棄物中間処理施設での再生原料化による資源循環型社会への貢献 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 柏崎市 株式会社トライテック 9110001017461 日本のＰＥ産業を支える先進エレクトロニクスＩＪ生産装置事業立上げ 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社ニユーアサヒ 6110001014511 県内初！小規模郊外型ＡＩフィットネススタジオへの新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 三条市 第一コンピュータ印刷株式会社 1110001014350 ＥＣ運用に関わる全般をサポートできる新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 長岡市 ＨＥＡＲＴ－ＴＥＣ合同会社 5110003003091 金属リサイクルの推進による金属資源の地産支障 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社光エンジニア 6110001026498 持続可能な自然エネルギーの拡大に向けた太陽光発電架台一体型営農ハウスの販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 柏崎市 有限会社フィロソフィー 9110002020919 国内のものづくりを支える金属粉末射出成形（ＭＩＭ）用金型製造計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 丸正ニットファクトリー株式会社 7110001025078 新ブランド創設ニット工場による産地活性と総合アパレル工場化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 加茂市 株式会社丸五鉄工所 6110001030095 電気自動車部品製造ラインに使用される工作機械部品の新規製造による、新分野展開事業 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社越後伝衛門 3110001007732 ＩＴと小仕込みを組み合わせたハイブリット型純米吟醸酒生産体制の確立 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 新潟東港運輸株式会社 2110001007840 物流のＤＸ化を視野に入れたドローン事業への参入と実証実験推進 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社加藤精工 7110001026704 超硬研削工程自動化による航空機製造工具の高精度短納期対応実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟中央メンテナンス 3110001031872 「ポストコロナ・防災・天候不良」に対応した利便性の高いコインランドリー事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 妙高市 有限会社嶺村製麺所 4110002025006 製麺業のノウハウを活かした個人向けラーメンのパーツ販売 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社越乃雪本舖大和屋 2110001022476 本店併設のカフェの設置と和菓子教室の実施による事業再構築 株式会社Ｋｉｐｓ

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社すぷりんぐ 6110001008884 書店カフェと温浴施設の融合による滞在型リゾートへのモデルチェンジ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社山﨑抜型 9110002019531 抜型製造で培った構造設計力・デザイン力のノウハウを活かし、キャンプグッズ製造体制構築を行う 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟公益社 8110001003710 デジタル設備と遺体安置冷蔵庫を用いた「遠地対応型小規模葬儀施設」の運営 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 株式会社今井技巧 2110002018820 高付加価値の自社製品開発と自社技術を活かした職人育成事業 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ハーヴィッド 5110001009561 ドローンによる屋外広告点検、安全で持続可能なシティスケープを実現 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 長岡市 有限会社高坂鉄工所 8110002027519 需要増加が見込まれる「半導体製造装置向け部品の製造」へ進出 長岡信用金庫

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社龍言 5110001026623 ワーケーションを主体とした高付加価値の長期滞在型宿泊サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 株式会社阿部プリント基板 9110001015135 サプライチェーン強靭化に向けた業態転換による大型プリント基板製造体制の構築 若杉　拓弥

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 株式会社本陣リゾート 7110001026522 ワーケーションホテル＆サテライトカフェ「さくら　ｃａｓｕａｌ　ｉｎ」建設事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 桃川農園 健康志向を捉えた農園による野菜パンの製造販売と体験型サービスの提供 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社さくら 9110001035323 創業７０年、老舗割烹料理店からの事業転換。地産地消にとことんまでこだわった、鮮魚のプロが経営する海鮮料理専門店 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 有限会社カーショップ小柳 1110002019737 フードトラックと併設したライブショールームによる新分野展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ユーキ 6110001030491 女性の悩みを解決するサプリ開発とＥＣ販売システム構築による販路開拓戦略の実践 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市東区 ソニックプラスセンター新潟 本物を知る顧客に向けた愛車カスタム・腕時計販売の新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 拾壱・ビッグストーン株式会社 1110001033672 高専の技術を活用した設計開発会社から、モーターを活用した新規事業を行うスタートアップ企業に転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社コマザワ精機 1110001002041 生産性の高いＣＮＣ自動旋盤により人工呼吸器用部品の大量生産に挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社野水金型製作所 3110001035411 ＥＶ関連部品の受注体制構築による脱炭素業界への新分野展開計画 三条信用金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社古寺製作所 3110001014092 次世代交通インフラ向け精密部品製造事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南蒲原郡田上町 株式会社ホテル小柳 2110001015397 観光市場のトレンド「ワーケーション事業」への参入 クロスワンコンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｄ－１ 1110001025785 新潟県初！社会的インフラ老朽化問題に貢献！切断穿孔（せんこう）工事で再構築！ 株式会社第四北越銀行
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関東 新潟県 三条市 株式会社シーアンドエル 8110001015433 自社の調理技術を利活用した卸・小売分野に進出する惣菜開発 長井　寿郎

関東 新潟県 燕市 株式会社サトル工業所 8110001031372 約半世紀培ってきた「金型」事業から「部品加工」への新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 信濃川ウォーターシャトル株式会社 1110001002553 最高のリバービューに酔いしれるフローティング・カフェ＆バー 新潟商工会議所

関東 新潟県 長岡市 有限会社高栄製作所 4110002027506 半導体部品製造装置への新規参入による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 有限会社環翠楼 7110002013412 自然に囲まれたワーケーション型滞在対応の一棟貸切施設を新規開業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 十日町市 小杉機工株式会社 1110001030463 建設業のノウハウを活かした鉄骨製造事業への参入 株式会社大光銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社蒲原設備工業 7110001015789 設備設計事業への新分野展開による高収益ビジネスモデルへの変革 協栄信用組合

関東 新潟県 長岡市 株式会社中條製作所 5110001023182 金属加工における新分野展開による事業再構築 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社吉川鉄工所 4110002006971 カフェを併設した体験型工房の運営と金属製家具類の製造販売 武石　聡之

関東 新潟県 三条市 株式会社大浦工業 5110001014850 鉄屋の挑戦！№４（精密板金＋組立編）～金属加工のコーディネーターへ～ Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社新堀 1110001016173 生産者とタイアップ！「鮭・鱒」に特化した中食通販事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 柏崎市 株式会社能澤技建 3110001031617 解体、再利用、販売。工事の循環型事業への新分野展開 西村伸郎

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟第一ホテル 5110002006450 ホテル事業との相乗効果が図れる高級寿司店・高級天ぷら店の出店 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社人力舎 7110001030185 地域建設会社が独自開発コンテナで若手起業家支援モールに新展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 新潟市秋葉区 北本建設株式会社 7110001007118 ホテルを再生して人流の拠点を確保し、サステナブルな経済圏を次世代へ残す事業 新津商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ぶた家 6110001010246 セントラルキッチン機能を有した作業場建設とレトルト食品開発 経営サポート株式会社

関東 新潟県 長岡市 有限会社星光産業 7110002030969 金属加工の外注から脱却！新ブランド立ち上げ国内・海外販売！ 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 上越市 株式会社グリーンスポーツ企画 6110001018982 新地方活性型ベーカリー・エンタメパン屋「小麦の奴隷」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 燕市 有限会社ネットワーク・ジャパン 9110002019399 ケアマネージメントをベースとした介護関連サービスの複合型施設開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 上越市 株式会社五月不動産 2110001019737 焼肉店経営から地域の喫茶店ニーズにこたえる新市場進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 弥彦酒造株式会社 6110001016268 老舗酒蔵が海外市場をも見据えた本格的リキュールの開発・製造 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市大島区 有限会社高橋商店 9110002024507 既存の中華料理店を活かした簡易宿泊所・物販の新事業計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 富士総業株式会社 1110001004797 ウィズコロナ適合型・安心・安全の消毒用液剤の製造販売及びメンテナンス事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 新潟ボンド工業株式会社 7110001007951 新工法導入で目指せ！インフラメンテナンス界のニッチトップ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市北区 豊栄セレモア株式会社 6110001007829 新しい葬儀様式「家族だけのお別れ空間」を使用したリモート葬儀の提供 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社相馬製麺所 7110003000137 廃棄される豆を活用した「茶豆パスタ」の販売計画、及びＳＤＧｓへの取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市西蒲区 燦燦ＣＡＦＥ 地域ブランドを高める為の角田浜ジャーニープロジェクト 巻信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＥＳＴＡＢＬＩＳＨ 7110001008867 地産を活かした魚沼産コシヒカリによるテイクアウト兼イートイン「おにぎり専門店」 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新発田市 三福運輸株式会社 1110001012949 加治川ピクニックー利用者・生産者・地域住民が共に楽しむ道の駅 水谷　弘隆

関東 新潟県 小千谷市 株式会社ベルローブ 4110001025477 既存工場を活用したコインランドリーによる収益機会の創出と地域貢献、縫製加工業とのシナジー 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三雄工芸 3110001024959 鍛造製法に特化した結婚指輪の製造および販路拡大 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 ハッピーファクトリー コロナ禍で苦しむ地域の事業者で連携する「小規模結婚式」のトータルプロデュース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社米司郎 5110001027010 もみ殻を使用した燻炭の製造・販売、及びＳＤＧｓへの取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 とちお農園株式会社 7110001025945 生産者と消費者の架け橋となる総合ワインメーカーとしての新展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 十日町市 株式会社滝沢印刷 2110001021081 受注生産型印刷会社が自社文具店を持つ強みを活かし、オリジナル文具メーカーとなる開発創注型新事業を展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社プレッセプレッセ 1110001009953 今後、さらに増える「おひとりさま」向けに事業を展開する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 美容室パリッシュ 「美と健康」をコンセプトとした生涯お付き合いできる美容室への転換 つばさ税理士法人

関東 新潟県 上越市 株式会社上越エナジー 2110001030660 ファーストフードＦＣ「キッチンパンチョ」への加盟・出店 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 越後夢工房株式会社 5110001024321 錦鯉のサプリメントの製造販売により業界の課題解決に取り組む事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 あおい建築工房株式会社 9110001009921 運動”というレクリエーションを付加価値とした「障がい者向け就労継続支援Ｂ型事業所」の運営 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 南魚沼市 スマイルフィールド 有機栽培にこだわる農家が取り組む、新しい「熟成焼き芋」の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 中越クリーンサービス株式会社 1110001003295 おたまちキッチンでの病院・社会福祉施設向け食事の一括製造への新規参入 高橋　宏幸

関東 新潟県 妙高市 有限会社旅館おかやま 8110002025159 コテージ型キャンプ×ワーケーション施設新設による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社三沢製麺 5090001016619 ＰＢの開発とＢｔｏＣ販売による小売業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 旬菜そば　かさふじ 甲府駅前で２４時間利用可能な／個室／非接触型／無人／レンタルオフィスの運営 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡道志村 有限会社サンテック 9090002010229 地域経済を牽引するクリーンルームを使った医療機器部品製造への進出 小原　恭子

関東 山梨県 甲州市 株式会社コウチ 1090001009097 山梨県産ブランド果実を使った新商品開発・店頭ＥＣ販売事業展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 モテギ株式会社 7090001002179 ポストコロナに向けたテレワークカフェ＆ビジネスマッチング事業 吉野　康太

関東 山梨県 笛吹市 天意合同会社 1090003000830 質の高い衛生環境を提供し、日本社会全体を綺麗にする 田島　清二

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 笑月 海外の超富裕層向けのサービス開発と設備投資 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 常葉畳店 「フローリング用置き畳」製品の製造・販売による事業再構築計画 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 ラ・テール オンラインで全国展開！睡眠と腸活・遺伝子解析のセミナー講師 本川　修一

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 フジヤマスシパーラー イートイン・テイクアウトが可能なフルーツパーラー 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社アクト 9090001014684 飲食事業から自然を活かしたグランピング施設運営への事業転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 株式会社小松遊覧農場 9090001005989 地元食材を使ったジェラート製造・販売を通じて、障害者就労経験を提供するとともに、地元との連携による地域活性化へ貢献する！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 味処 生き残りをかけたお客様と一緒に作るかーレーカスタム事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 ミンムスアウトドアデザイン 体験プログラム付き長期滞在１棟貸し事業への展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社フロスティ 6030003010640 住宅宿泊事業から、ワーケーションを取入れた簡易宿所への事業転換 川越商工会議所

関東 山梨県 南アルプス市 メイフラワーズ 里山とクラフトを満喫する古民家基地「ののせベース」の整備 砂田　俊二

関東 山梨県 北杜市 協立コミュニケーションズ コワーキングスペースと絵本・フォトギャラリーを融合した新事業を展開 池田　哲郎

関東 山梨県 甲府市 株式会社ジェム・フォース 7090001006808 オンライン販売を活用した小売業への参入によるビジネスモデルの再構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社メンテモ 9011001118284 自動車整備工場向けサービス「メンテモ」の開発・提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 山梨県 甲府市 株式会社マノエ 3090001012867 ラボグロウンダイヤモンド専用工場新設で持続可能な商品製造を目指す 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 るいーだ 宿泊施設敷地内を活用した地元と旅行者のパーソナルジム事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲州市 ナチュラルカフェ 大菩薩峠の山里・感染対策型レジャーと村おこしを両立する「天空のキャンプ場」の開設 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 バハギアスパ／クプクプ 既存のリラクゼーションサロンとの相互発展が可能な脱毛市場への進出 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 山本基礎工業株式会社 8090001002401 特許技術の改良による耐震補強・老朽化対策などの建築修繕分野への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社ぴーす 1011001106841 屋外サウナ・音響設備を備えた貸し切り型キャンプスペースの提供 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲斐市 株式会社オー・エス・ケー 3090001002810 廃プラスチック類製品製造（固形燃料製造）で循環資源の推進に貢献 甲府信用金庫

関東 山梨県 大月市 有限会社シムラ精工 2090002009871 ウエハ研磨用水晶振動子の生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 山梨県 北杜市 株式会社高原の風 7090001011683 訪問看護ステーションを新設し、社員の訪問看護師教育を伴って、在宅医療市場へ進出する 株式会社山梨中央銀行
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関東 山梨県 都留市 株式会社中野工業 9090001013546 産業廃棄物から再生資源へ！リサイクル砕石の販売～循環型社会を目指して～ 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲斐市 東盛電業株式会社 9090001016086 「南アルプスの恵みを召し上がれ！」　～　南アルプス市産“さつまいも”と“果実”の加工　～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社キムラ 8090001000520 特殊車両整備技術を活用した鉄道関連メンテナンス事業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 有限会社ミトミ工業 5090002008680 「工事現場の効率化を応援する！」外壁工事会社が行う「出隅」製造・販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社朱宮神仏具店 4090001001142 「朱宮ハートフルサービス」人口減少がもたらす寺院消滅から地域と文化を継承する事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ 5090001015942 当社独自の水上バイクの開発・製造・販売 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社オンザロード 4090002006413 甲府市民の新たな生活様式に対応したテイクアウト事業への業態転換 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社ソルベグラスヨコハマ 5090002012187 ドッグラン併設ペットカフェ”ワンワン倶楽部” 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 なだや株式会社 4090001009912 富士山蒸留所の開設と新商品クラフトジンの販売 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 株式会社トプテック 7090001013911 ドローン機体製造と共に関連サービスを一体的に行う地域振興に資する事業転換 丸山　孝雄

関東 山梨県 甲府市 株式会社小林貴金属 1090001000799 既存のサイズ直しでは対応できない指輪修理技術を用いた修理事業 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社ちぼり甲府 5090001005142 コンビニ等向け個食焼き菓子生産による新規市場参入 若杉　拓弥

関東 山梨県 甲州市 フジッコワイナリー株式会社 1090001009246 アルミキャップ小瓶ワインを内包した「ワイン弁当」の新分野展開 上田　誠

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社インテグレイテッド 8090003001384 エコをコンセプトにした体験型サービスのグランピング施設運営 半谷　康

関東 山梨県 南都留郡道志村 花屋かと吉 都市と農村が交流できる「農園併設型キャンプ場」の開設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 トゥデイイズオーケイ株式会社 8090001014520 『健康』をキーワードに自然体験を提供する店舗展開プロジェクト 高柳　哲也

関東 山梨県 富士吉田市 冨士五湖エンジニアリング株式会社 9090001010329 ＤＸ技術を駆使したグランピング・ワーケーション対応宿泊施設 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ジットセレモニー 3090001004922 富士川町の魅力を再開発する特産ゆずの加工・販売プロジェクト 株式会社みずほ銀行

関東 山梨県 富士吉田市 ティアンドティフジヤマゲストハウス インドネシア人研修生受け入れサポート事業 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＲＩ’ｓ 5090001007576 ＥＣフォトラボラトリー（商品撮り専門撮影事業）の展開 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 有限会社山銀 7090002003250 不動産業から介護施設へ転換！無料宅配サービス付きの通所介護事業 本川　修一

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｓ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ建築設計事務所 4090001016925 一棟貸し「宿」と「レンタルキッチン」スペース事業による持続可能な地域づくりの場 豊岡　桃太

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社カツタステンレス 9090002011846 新規製造体制の確立と新分野展開《自社技術を活用した事業再構築》 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 上野原市 有限会社シマダ 9090002009865 コックシール部品加工から半導体製造装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社天商 4090001003122 脱炭素社会に向けて化石燃料を使用しない磁気低温有機物処理装置の販売 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンション　ル・ラゴン 日本初缶詰体験型名産品小売事業とそれに付随する缶詰カフェ併設事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｍｒ．Ｄｒｅａｍ 7011301017840 愛犬家向けの、大型犬同伴での宿泊に特化したグランピング施設 東京中央経営株式会社

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 株式会社高村クリーニング店 4090001009854 衛生基準認定の取得により、地の利を活かした新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 光織物有限会社 1090002012414 地域産業を新しいサービスにより、新しい価値を生み出し、元気にする計画 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 山梨市 株式会社堀内製作所 6090001015504 ０４０２基板実装ラインを導入し、多品種小ロットの一般向け・医療向け新分野へ展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲州市 有限会社ＢＵＩＬＤ 6090002011064 「３Ｄスキャナーを活用した貴金属性フィギュア製造と思い出の３Ｄデータ化事業」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 素朴屋株式会社 8090001013794 軽食＆農産物販売を集客フックに県産材建具等を製造販売する新規事業 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社ＩＴＯＵｃｏｍｐａｎｙ 1090003001449 本格的なキッズルームを備えるプライベートグランピング施設 池谷　正志

関東 山梨県 韮崎市 有限会社若鮨 3090002013996 八ヶ岳唯一の循環型社会に貢献する伝統的日本食文化の体験型グランピング 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　ｕｎｉｏｎ 5090001015819 人の健康と地域活性化に繋がる！山中湖畔の抗酸化絶景サウナ付き貸切コテージ 都留信用組合

関東 山梨県 中央市 株式会社サンテミリオン 2090001005310 山梨県産豚肉を使用した高級生サラミ・生ハム製造事業の展開 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 セットサロン　アンジェリカ ライフイベントを彩る複合型宿泊施設（ログハウス＋グランピング）事業 児玉　直樹

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社リッジライン 3090003001414 ヘルスツーリズム向け健康増進特化型宿泊施設への転換 山梨信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ＬＡＭＵＴＡＲＡ 3090001015143 「コロナ禍でもニーズが高い家系ラーメンのドミナント戦略による地域密着型事業展開」 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社柳沢商会 2090001002340 宝石・貴金属製造卸業から製造小売業への事業形態再構築計画 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ビースリー 1090001015483 当社の強みを活かした安心安全な大月市初のフィットネスジムでの地域健康促進事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖ブルーベリーガーデン ブルーベリー収穫とアウトドアアクティビティが体験できる富士山麓一棟貸し切り型宿泊施設 山梨県民信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社大伴 1090002011738 賃貸業からユニバーサル・グランピングへの転換事業計画書 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ウエステック ショウルーム兼作業場の新設によるキャンピングカーのカスタマイズ・メンテンナンス事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社ジャスト 1090001003117 冷凍食品の無人販売事業の参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 株式会社古屋製作所 5090001008954 家守りメンテナンスを基点とした非接触型事業サイクルの構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ソフトケン 8090001004629 ソフトウェア開発業を活かした中古車のＡＩオークション代行業 公益財団法人やまなし産業支援機構

関東 山梨県 甲斐市 有限会社ホワイトオール 6090002005529 オンライン立会と遺品デジタル化サービスを付加した従来にない遺品整理事業の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 プルプサンパ 自分たちで結婚式を作る「ＤＩＹウェディング」の新サービス事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社石友 8090001000149 老舗ジュエリーメーカーが作る「家庭を彩る」製品事業 藤原　千穂

関東 山梨県 甲府市 株式会社エスティケイ 6090001000274 ドックランを完備したペット同伴型１棟貸コテージの展開による宿泊観光振興 甲府信用金庫

関東 山梨県 山梨市 桃春 コロナ渦を生き抜くための「安心」「安全」「美味い」ラーメンの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社マリアージュ 3090001002034 「県内初」韓国風フォトによる、高付加価値ウェディングフォト事業への展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ＭＡＥＺＡＸ 2090001015508 車両解体・部品管理システム導入し、中古部品販売業へ進出する。 株式会社シェアードバリュー

関東 山梨県 山梨市 株式会社ほうとう歩成 4090001013600 山梨県産の果物を使用したフルーツジェラートの製造・販売事業 大塚　伸宏

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｃａｎｔｉｎａ　Ｈｉｒｏ 8090001014470 ワイナリーによる新たなジビエの捕獲・加工処理と山梨ジビエ・ワインの提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社Ｂ’Ｓクリエイト 1090001001450 県内初！総合美容のシェアリングサービス事業 本川　修一

関東 山梨県 甲府市 株式会社イピア 7090001000199 オンラインショップ及び工房付き店舗を起点とした新ブランドによる小売業への参入 りそな総合研究所株式会社

関東 山梨県 甲府市 株式会社石坂屋 8090001016228 「和菓子」と進歩する冷凍技術を融合させて「和菓子」の市場を開拓する計画 山梨県民信用組合

関東 山梨県 上野原市 株式会社二幸エンジニアリング 5090001013426 ポストコロナのＤＸを支えるＦＰＤ製造装置用製品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 山梨県 笛吹市 有限会社小林リネンサービス 2090002008972 生産プロセスの非接触システム化による新規顧客の獲得 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社サンエイ 6090001010372 富士の麓で暮らすを体験する全室富士山ビュープライベートビラの宿泊事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社大屋ホテル 9090002011706 老舗旅館によるスポーツジム事業への新規参入とマイクロツーリズムの潮流を捉えたＶ字回復の実現 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 山梨県 北杜市 金精軒製菓株式会社 6090001011057 大豆と旧台ケ原宿のまちづくり－信玄餅が創る地元産大豆ミートとカフェ 株式会社クロスリアルティコンサルタンツ

関東 山梨県 笛吹市 株式会社山久食品 5090001006280 山梨県初！豆腐屋が作る大豆を使った新食感のうどん店の店舗開発事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 井戸前有限会社 5090002011635 天然芝グラウンドの「バブル方式」対応スポーツ施設の新規開発 米倉　徹

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ＬＯＯＯＦ 6090001015248 地域に関係人口を創出する「月額定額の会員制学べる地域ホテル」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社河村自動車工業 5090001002577 再生樹脂の活用！脱炭素に貢献する廃自動車の再資源化事業 株式会社商工中金経済研究所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ラッキー商會 3090001002471 山梨ジュエリーファクトリーの海外戦略～海外ＥＣ３Ｄバーチャルショップ×インバウンド×国内初！移動販売～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中央市 特定非営利活動法人ルーデンススポーツクラブ 1090005001315 地域総合スポーツクラブオンライン体操教室事業と運動型健康増進施設の開設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中央市 株式会社ジョウホク物産 9090001014577 高品質での長期保存が可能な冷凍アワビ加工業への業態転換 株式会社山梨中央銀行
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関東 山梨県 南アルプス市 ナカゴミ株式会社 1090001004981 ＤＩＹツールの循環型ビジネスモデル＂３本の矢＂で新規顧客層の獲得とＳＤＧｓへ挑戦！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社アエラオフィス 8090001015089 分析室、及び検査機器の導入による、アスベスト調査市場への新規参入 都留信用組合

関東 山梨県 中央市 株式会社斎庵 7090001012442 一次産業で生産から販売へフードロスを無くす 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 花みずき 地域のワーケーションセンターの構築とファミリー滞在型施設の構築事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社東屋ミートセンター 1090001009527 お惣菜製造工場の新設による飲食サービスとＥＣサイト販売の新設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社１８８９ 6090003002021 プライベート宿泊施設建設でのアウトドア客、ペット同伴客受入、ｗｅｂサイトを通じたペットツーリズム発展への新分野展開 都留信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社エムデポ 8100001029954 食材ロスを無くし地元産のドライフルーツを日常へ届ける 奥原　清

関東 長野県 松本市 有限会社ＳＴＥＲＮ 2100002025834 アレルギー対応ジェラートのオンライン販売体制確立 中田　麻奈美

関東 長野県 諏訪市 株式会社Ｗｉｓｈｂｏｒｎ 4100001029792 炭火焼き鳥の味を自販機で！おうち時間を贅沢にする新分野への展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 テーブルトップ 新型コロナウイルス感染症に順応する為の事業再構築案 税理士法人登内会計

関東 長野県 諏訪市 ぱおず屋陽太 世界を相手に挑戦状！お客様に愛される「業務用小籠包（包子）製造業」への業種転換。 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 四季旬菜酒場　壱 人生１００年時代に向けた美と健康の日焼けサロンオープン 税理士法人橋詰会計事務所

関東 長野県 松本市 一般社団法人日本ピアノレスナーアカデミー 9100005012550 プロモーション動画制作とオンラインシステム構築によるレンタルルームの運営 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社セント・ジョージス 2100002032946 すそ野を広げる！密を回避しながら楽しむシミュレーションゴルフの導入 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 有限会社藤乃園 7100002034970 お茶屋三代目が挑む！洋菓子製造とオリジナルギフト商品の販売 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 岡谷市 有限会社東山食堂 6100002031688 東山食堂の味をご家庭でも「ジンギスカン」自販機販売へ新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社アラカワ 1100001000178 空き家問題の改善、地域の安全・環境保全サービスを通して社会に必要とされる企業への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ホテルオペレーションシステムズ 7100001017464 白馬初！リゾートホテルと融合した上質なサービスを提供する長期滞在及びインバウンド向け本格コンドミニアム事業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社萬屋材木店 2100002005613 老舗銘木店としての強みを活かしたペレットストーブ販売と燃料販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社アプローズ 3100001000151 ペットの訪問火葬業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社サキマン 7100001023578 パチンコホールからの生まれ変わりを目指す新事業への挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 済州島 ウィズコロナでも成り立つ韓国料理を味わえる鉄板ステーキの店 松本信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社丸見屋商店 6100002017522 代々伝わる老舗文房具店を、次代へ継承するべく観光事業にチャレンジ！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 鶏肉研究所 ｗｉｔｈコロナ時代の設備とサービスを備えた焼肉店「シン・鶏研」への事業転換 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社王滝 6100001012862 地元特産物を使用した新スイーツの開発と販売拡大による事業再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 長野県 上田市 有限会社カナイ精密 6100002013892 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを導入し高品質精密金型部品の短納期生産による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 株式会社青木製作所 3100001000036 高精度ターニングセンタ向け回転工具用部品の製造 株式会社ピースマネジメント

関東 長野県 上伊那郡中川村 七代 古民家を活かしたテレワーク・ワーケーション事業で新事業展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社ガレージドリーム 3100002019694 強み満載のオリジナルご当地メニューをキッチンカーで攻めの販売へ！ 松本商工会議所

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社石の湯ロッヂ・ルシオラ 2100002018441 地元食材での手作りパンやジャムを提供するカフェレストラン開業 谷川裕也

関東 長野県 上伊那郡宮田村 有限会社昭栄軒 1100002034118 空き家を改装してのランチ営業と弁当配達事業開始、集いの場を提供し地域の食を支える。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社長野県消毒公社 4100001007443 イベントスペース併設のカフェで「地域を魅せる」！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社スリーエフ 8100002022636 新分野展開として未開拓である個人消費者向けに食肉店頭販売を開始 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社諏訪宝飾工芸 3100002029529 希少原石の豊富さと磨きの技術を活かしたジュエリー市場への挑戦 長野県商工会連合会

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社佳誠 6100001031788 信州産野菜＆ジビエを使った本格中国料理レストランに進出事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 中野市 有限会社仲條建築 2100002018128 コロナ過によるリモートワーク対応型　移動可能小屋「ココ屋」事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社セルフィユ軽井沢 3100001008525 フレーバーバター製造及び販売計画事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 手仕事扱い処　ゆこもり 作品の販売（小売業）からアートを身近にするサービス業への展開プラン 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ワクワクカンパニー 8100001027669 長野の美味しいリンゴを高付加価値商品に加工して全国へ届ける事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 カラオケＢａｒ　ＳＡＫＵＲＡ 商店街活性化の一員に！自家製カレー専門店とテイクアウトサービス進出による事業再構築計画 下諏訪商工会議所

関東 長野県 小諸市 居酒屋ぶらいかん 店舗による待ちの営業から、キッチントレーラーによる攻めの営業への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社志賀スキーロッヂ 4100001012220 自動販売機を使用した地域特産品の販売計画、及びＳＤＧｓ（１５　陸の豊かさを守る）への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社日義特産 9100001017900 こっちにも寄って！木曽の魅力が詰まったテイクアウトによる新規顧客の獲得！ 松本信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社つなぐ 8100001031893 信州の良さ再認識へ！ＵＩＪターンのきっかけ創出型ビアパブ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社信州諏訪ガラスの里 4100001025420 地域特性を生かした物産店・カフェ事業の新分野展開による新型コロナウイルスからのＶ字回復 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 松本市 株式会社紙舘島勇 9100001015854 ギャップで萌える黄金に輝く蜜芋 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社デイコレイト 1100001016083 信州の風土に合った、コンパクトで高断熱コンテナハウスの企画・製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 小諸市 株式会社Ｆｕｕｔｈ 3100001030198 地元食材・規格外青果を活用した食パン・調理パンの開発及びＥＣサイト販売 佐久商工会議所

関東 長野県 木曽郡上松町 有限会社久金商店 7100002027487 田舎でも都会の味を！酒屋が挑戦！冷凍食品２４時間無人販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 やきとり大吉松本中央店 信州産野菜を使用した欧風鉄板料理を気軽に楽しめるダイニングレストランへの新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＡＮＤＯ 5100001033546 「ペットと一緒にホテルシェフの料理を」ペットツーリズムへの進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 お食事処しらかば 付加価値の高いお弁当を地域の顧客に届けるドライブスルー弁当事業 大竹　貴司

関東 長野県 上伊那郡辰野町 林工業 カーボンニュートラルで地球環境にやさしい籾殻由来の燃料・農業資材販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 合同会社ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ 4100003004835 自然と共存するキャンプ場づくりで地域活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社ゆう 2100002018771 ウェルネスケアプログラム事業 長野県信用組合

関東 長野県 小諸市 株式会社中棚温泉 5100001008556 地域観光資源を活用したキッチンカーによる飲食業への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社信越工機 7100001001237 ＶＲ（仮想現実）を活用したサブスク型予防保全サービスの提供 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社シセン 7100001013281 現代の名工が提供する『中華調理たれ』の販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 有限会社山木綿 9100002011506 「定食屋」「居酒屋」から地元食材を活かした「古民家風カフェ」への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社電算オフィスオートメーション 6100002020831 「サブスクリプション型人材紹介サービス」で介護求人市場に参入 松本商工会議所

関東 長野県 長野市 Ｊｂｏｏｋ１ 持続可能な国内マイニング事業への転換 東京商工会議所

関東 長野県 小諸市 １９６８ビル こもろベース・高原の里山暮らしプラスＸのある拠点となる民泊 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 メキシカン☆食堂ＴａｃｏＴａｃｏ 白馬村観光のエントランスでのメキシコ料理専門店によるテイクアウト店展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡南木曽町 株式会社フォークロア 3100001031964 里山暮らし染め体験ワークショッププロジェクト 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ワークスパートナー 県下唯一の車両用フィルム専門店、カーデティーリング事業への業種転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 安曇野市 廣瀨農園 機能性果実＂カシス＂などの特産農産物を利用したリキュール、およびその他の加工食品の製造 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 有限会社ヤマモト 8100002030655 生産者応援！新鮮果物を使った手作りデザートキット販売事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社木島屋 4100001000720 非対面型２４時間営業の展開とＳＤＧｓへの貢献 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社あいゆう 6100001020766 女性も高齢者も安心。ちょっと頑張る「２４時間フィットネスパーク」の運営。 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ティースリー 9010001139019 自社の強みを活かしたオリジナルキッチンカー製造販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 諏訪市 株式会社トップランクコーポレーション 9100001025309 「夜の飲食店」から「昼の飲食店」へ！　「ラーメン店」フランチャイジーで新分野展開 トラストブレインズ株式会社
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関東 長野県 佐久市 株式会社東京マイクロ 6100001007490 小型精密モーター製造で培った技術力と切削加工技術の高度化により新たに油圧部品、精密減速機等の製造に進出 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ＨＡＳＥＧＡＷＡ 2100001029522 住宅建設・メンテナンス用の特注金属部材の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 ルレーヴ 医師とおこなう更年期障害の緩和に特化した【運動×睡眠×食】事業 東京商工会議所

関東 長野県 東御市 株式会社メカニカル 9100001010888 最新の金属加工設備導入による半導体製造装置関連事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 安曇野市 安曇野Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｒｏｓｓｏ　Ｂｉａｎｃｏ イノベーションを起こす「高品質冷凍ピザ」製造販売体制の構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フル里農産加工 5100001027143 日本初、国産ヘーゼルナッツの６次産業化を目指す研修センター 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社共栄製作所 6100001007177 ステンレス溶接技術の高度化および高付加価値品の新提供 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ワークソリューション 3100001021817 紫外線手袋除菌装置の新製品による新規分野への拡大と事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社高山ドリーム 2100001011728 未使用バイオマスであるもみ殻を活用した固形燃料の製造販売 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 諏訪市 有限会社スノー二輪販売 2100002028408 ライダーにも地元民にも安心安全な憩いの場を提供するライダーズカフェ事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社リッティーズ 3100001031915 地域農家、就労支援事業者と連携したヴィーガン専用アイスの自社製造 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社ベル・リヴィエール 3100002025577 信州・松本の農家や生産者と全国のお客様を結ぶ洋菓子製造販売 税理士法人橋詰会計事務所

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社ヤハタ精工 9100001021613 精密加工品製造で培った技術力をアクセサリー製造に応用し、新たな製造方法の確立により宝飾品分野への参入を目指す。 立野　靖人

関東 長野県 長野市 有限会社Ｂｏｎｄ　ｏｆ　Ｈｅａｒｔｓ 1100002002479 『信州小麦文化の発信』信州小麦を使用したカフェ業態と製麺事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 ティーシステム ＤＸを活用したオーダーメイド家具製造への新規参入 髙司　浩史

関東 長野県 須坂市 株式会社ＧｒａＬ 9100001028303 コインランドリー僅少地区で地域に貢献する店舗の設置 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社双葉溶接 2100001030653 ＢｔｏＣ向け新ブランドによるアイアン製品展開事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 株式会社Ｔ・Ｐｏｎｏ 2100001032781 安曇野市初出店となる高級ハンバーガーの専門店に挑戦 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社あかしなショッピングタウン 4100001015388 まちづくりにつなげる一棟貸別荘事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 ａｒｂｒｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ フリーランス美容師の課題を解決し、地域を変える「シェアサロン」事業への進出 髙司　浩史

関東 長野県 塩尻市 株式会社庄太郎 2100001015902 伝統文化香る神秘的空間で行う、女性に特化した健康と美のヨガ事業の新規展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 茅野市 有限会社明治温泉 4100002030576 蓼科高原の農業体験付オートキャンプ場経営 奥原　清

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社フジ精密工業 5100002035335 自動レーザーマーキング装置と自動検査装置の開発でダイレクトパーツマーキング市場への進出 飯田信用金庫

関東 長野県 千曲市 信濃自動車工業株式会社 5100001006386 新型自動車の整備体制構築による「次世代型自動車屋」誕生 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡木島平村 有限会社ホテルレイジャント 8100002017594 地域生活の利便性に貢献できる新たな洗濯サービス業への進出 藤巻　雄司

関東 長野県 茅野市 株式会社店舗情報 7100001019155 八ヶ岳山麓の空き家の古民家を再生して古民家健康リトリート事業の新分野に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 ぶしもりやめんめん 信州伝統食に新風を！肉おやき・肉総菜のＥＣ・自販機販売 木内　孝信

関東 長野県 松本市 有限会社クランツジャパン 6100002022555 蔵造りの店舗と長野県産食材の料理を活用した地域の賑わい創出事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 有限会社山崎自動車工場 8100002009591 人・環境に安全な塗料による自動車軽鈑金・塗装の新規事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社マルサン工芸 1100001024581 無塵空間での環境対応型インクプリントフィルムラッピングによる車輛広告展開と保護フィルムラッピングによる車輛へのキズ防止 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社立花建設 6100002016284 カーボンニュートラル実現へ、廃材を活用したリサイクルパネルの製造販売 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 長野県 茅野市 有限会社シーザー 1100002029984 Ｊリーグ経験者によるサッカースクールと屋内練習場運営 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 大町市 大町温泉郷不動産開発株式会社 5100001017185 日帰り温浴施設のワンストップサービスを充実　地域最安値のスマート温泉宿を開設 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社和泉屋旅館 5100001010958 秘湯を気軽に満喫できるサービスへ　「施設開放型」から「空間価値提供型」へ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社水島紙店 9100001003396 自社遊休設備を活用した次世代型コワーキングスペース事業 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社鷹山社中 7100001031886 軽井沢高原野菜を用いた、持ち帰り餃子の製造販売への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社ケー・ジー・エス 4100002029338 アフターコロナを見据えた、安心でユニバーサル対応の宿泊事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社アイシィピー 2100001030356 宮古島に遊びと美容が融合した新感覚のフィットネスジムを展開 片桐　與一郎

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社中村製作所 7100001005840 カーボンニュートラルの視点に基づく高効率熱交換器の生産販売 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 佐久市 伴野酒造株式会社 9100001007471 低アルコール純米生酒を世界へ！海外展開による業績のＶ字回復 佐久商工会議所

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社大栄産業 2100001005639 食肉市場向けコンテナ洗浄事業 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 長野県 松本市 糸魚川翡翠工房こたき 日本固有の糸魚川翡翠の製造小売・海外向けＥＣ事業 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社匠建設 9100002025588 長野県初の貸切温泉付きグランピング事業への新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社阿智精機 9100001023238 クリーンルーム設置による半導体製造装置製造業への参入と提案力強化 内山　拓己

関東 長野県 松本市 株式会社木の花 8010701036912 大正ロマン薫るリノベーションオーベルジュ経営 税理士法人及川会計事務所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 くらしまわり 建築業・菓子製造業から宿泊業への新分野展開　藤森照信氏設計による唯一無二の１棟貸しの宿 諏訪信用金庫

関東 長野県 諏訪市 有限会社キットウ 9100002028046 当社初、大型ステンレス板材の製造による再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社ＳｏｕＧｏ 9010601003978 体の不調を解消　リフレッシュできる日本初オリジナル発酵温浴商品の開発 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 合同会社愛善 9100003004632 巣篭もり需要と韓流ブームを生かした韓国料理食材・雑貨販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 上田市 有限会社七久里石材店 3100002014506 ペットと有意義な時間を過ごせるドックカフェ開設事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 株式会社竹内製作所 6100002002870 建機関連アルミダイカスト製品量産切削加工への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社宮尾製作所 2100001003923 医療機器基幹部品加工への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社旅館深山 1100001021430 駒ヶ根高原初！ペットと宿泊できる温泉旅館へのリニューアル 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 伊那市 合同会社ハル製作所 6100003003983 バリ取り自動化ラインの導入による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社京都ランドリー 6100001025930 ホテルリネンサプライから病院リネンサプライへの事業再構築 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 泉建設株式会社 9100001018915 民間工事受注につなげる解体業と足場業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 小山木材株式会社 2100001001035 木造注文住宅会社による自然の草木を活かした外構・造園事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社箱山商店 8100002004056 テイクアウト型軽食の販売と賑わいの場の提供 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社かまや 1100001009723 卸売からＥＣサイトと体験型ショールームによる消費者直接販売へ 木内　孝信

関東 長野県 茅野市 有限会社ワイケー・プランニング 6100002030707 高硬度鉄加工への挑戦！製造ＤＸ産業向け精密部品への新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社上高地ホテル 1100001014475 「冬の上高地×温泉×密回避」ニーズ獲得のための館内改修と年間営業の実現 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 中野市 株式会社エキップ・アイ 6100001012391 大胆なマーケティング戦略を採用するオンラインスニーカープリントサービス事業の新分野展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社グリーンベル 4100001020181 自社工場で製作する木製キット製品の拡充による新分野展開 近山　寿博

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社フレアオリジナル 2100001025265 ＡＲ・ＭＲ技術を駆使した遠隔支援および技術習得支援事業 長野県信用組合

関東 長野県 下伊那郡阿智村 有限会社清内路石油 3100002036616 ガソリンスタンド×自動車整備事業による「地域の動力機械を支える何でも相談所」への事業展開 飯田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社コーヨーテック 9100001019293 パワーデバイス電気検査時の異常発熱を防ぐ、電気検査治具の製造 立野　靖人

関東 長野県 松本市 ミューチュアルフードサービス株式会社 3100001023631 ゲストハウスを改装し良質な療育を届ける児童発達支援所を開所 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 アンドクラフト株式会社 3100001032368 浅間山の絶景をひとり占め！癒やし＆移住促進プライベートロッジ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ナガノ建築サービス 3100001002305 プレファブリケーション建築による環境・社会・経済課題解決事業 一般社団法人長野県経営支援機構

関東 長野県 上田市 ささや株式会社 7100001010551 ３つの顧客セグメントをもつオーブン・フレッシュ・ベーカリーの展開 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 安曇野市 株式会社ノムラ 3100001015257 超精密大型部品加工による高付加価値金型製作への挑戦！ 松本信用金庫
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関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社松崎重機 1100002034456 コロナ禍の非対面ニーズに適したＩＣＴ建機導入による革新的な業態転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 リジェンティス株式会社 7100001019824 犬用オーラルケア商品の新製品開発と動物病院の新規事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社白馬交通 1100002027113 インバウンドが消えた白馬村全体で取組むキャンプ場による夏場国内観光客誘致計画 齋藤　由宇

関東 長野県 松本市 株式会社太陽商事 4100001013474 ＮＩＩＤ（国立感染症研究所）クリーニング基準に対応した「感染患者専用リネンライン」の構築 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 特定非営利活動法人うえだミックスポーツクラブ 2100005011765 デジタルを活用し、多世代のコミュニティーを育む『次世代型クラブハウス』の運営事業 髙司　浩史

関東 長野県 上田市 永井プラスチツク工業株式会社 7100001010106 プラスチック成形品高品質塗装ライン構築による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 伊那市 登喜和冷凍食品株式会社 2100001020803 失活大豆粉を使用した地産地消の充填豆腐の製造 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社きよみず農園 7100001025120 ジュースへの加工受託による競争力強化計画。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社グローリー 5100001020692 切削加工技術を生かし新たにパイプ加工へ進出し、工作機械部品の受注増強を図る 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡上松町 上松陸送株式会社 4100001017698 地元エリア工業製品メーカー生産性向上に寄与する物流チェーンの拡充 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社ＧＡＲＡＧＥ 1100002035529 木材の搬送に特化した運送事業 伊那商工会議所

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社テムソン 4100001020990 新分野である医療分野関連の機械部品の受注獲得に向けての取り組み 美斉津　晃

関東 長野県 上田市 有限会社祥江建設興業 3100002014150 大型車ニーズ増加に応えた中古大型車専門の鈑金・塗装業 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社Ｐ＆Ｍコミュニケーションズ 3100002027169 自然の中で体験するフィンランド式サウナ事業への多角化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 株式会社Ｎ－ｆｉｔ 2100001032996 整骨院とジムの融合で健康づくりをめざす総合健康増進施設の開設 飯山商工会議所

関東 長野県 長野市 株式会社いま 5100001005470 地域交流拠点カフェ食堂と厨房・客席を活用したレンタルスペース事業 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 東御市 有限会社東部メタル 1100002015902 高精度な加工技術の習得による工作機械の内部部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 長野県 飯田市 有限会社リーダースカーセンター 6100002037636 新工場による短時間車検とトラック整備サービス開始による生産性向上と雇用の創出 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社アジオ 1100002015340 ライフスタイルに合わせた新しい居住空間のプランニング事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 辻佳苗 信州のワイン村と宿場町にある蔵を活用した一棟貸し宿事業 上田信用金庫

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 有限会社新津技建 5100002012012 地域・循環・共生を軸とした移住支援に伴う　体験宿泊施設の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 クリエイティブワース株式会社 8100001006433 感染制御装置と洗浄滅菌分野の製造機器の部品生産 長野県信用組合

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社大糸 7100001017167 サウナ・多目的テラス付グランピング宿泊事業の構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社星野 6100001007706 半導体製造設備向け高品質、高効率な粉体塗装ラインの構築 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 小諸市 株式会社インサート 9100001025300 既存コイリング技術を活かした新製品（タングレスインサート）への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社Ｌ＆ＰＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 6100001029428 『自動車整備事業者が行う「スポーツ選手合宿向けペンション」事業』 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社豊田ダイカスト 6100001018505 強みのダイカスト精密技術を活かした景気変動の少ない新分野への進出 美斉津　晃

関東 長野県 長野市 株式会社岡沢石材 6100001003928 廃棄物を再利用し環境保全に貢献するエクステリア工事業への転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社中條製缶 9100001005673 凍眠技術を活用した信州産フローズン果物の通年販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社松村建築 1100002017527 モデルハウス兼コミュニティー施設「Ｔｉｍｅｓ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｍ」の建築による地域活性化 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 野沢温泉ロッヂ 愛犬家が喜ぶスキーツーリズムの開発・事業化による新規顧客開拓 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 株式会社Ａ．Ｙ．Ｊｕｄｉｅ 3100001024670 八ヶ岳の眺望と地元の食材を活用したカフェ事業への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 中野市 株式会社山岸工業 5100001012178 高い機密性を求める機械メーカーへ特大スプラッシュカバーの製造 株式会社ピースマネジメント

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 二光光学株式会社 4100001021568 コロナ禍での新たな需要に対応した新サービス構築と地域を繋ぐ新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社オートエクステリア 6100001014025 環境負荷削減を目指した地域密着型水性塗料サービス 株式会社長野銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社フジシン 4100001017839 木曽の魅力を発信し、木曽を元気に！テイクアウトできる飲食店の開店 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社小野酒造店 5100001021641 新「夜明け前」の創成による事業再構築 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 塩尻市 山恵建材株式会社 3100001015604 １９４６年創業コロナ禍でも需要の高いホーム＆キッチンに特化した商品撮影サービスの提供 塩尻商工会議所

関東 長野県 塩尻市 モナミ美容室 【美容業界初！美容室に観光バスが停まる！！】オンリーワン着物。 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社ｔｕｔｔｉ 8100001023800 使いやすいルバーブを目指す！飲食業者向けルバーブ加工品製造販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 小川物産株式会社 3100001029604 脱炭素社会を目指せ、太陽光発電自家消費システムを用いたコインランドリー事業 松本信用金庫

関東 長野県 岡谷市 有限会社丸高製作所 8100002031810 長年の難削材加工技術を活かした建設用機械工具の設計～量産化による同分野への新規展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社池国 3100002019182 老舗飲食店が開業する快適コワーキングスペース 松本信用金庫

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社国枝製作所 2100001030001 半導体生産用装置の高度化に資する部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社望月技工 4100002024149 ＦＡ関連のロボット製造への新分野展開によるコロナからのＶ字回復 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社真島介護センター 8100002007059 介護と給食のシナジー創出による経営安定化・地域活性化事業 長野県信用組合

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 山村テラス 中山間地域における上質で独自性ある生活を実現させるリフォーム事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社岩田屋旅館 7100002013537 デジタルとＤＸの力を活かし、これまでの職人常識を覆す「信州そば職人育成事業」への展開 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社胡桃沢精機 5100001013044 コロナ禍での新たな顧客ニーズに対応した新分野展開による事業再構築 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 長野精工金属株式会社 8100001019179 植物由来の機能性成分主体の成長調整剤生産システム装置の製造・販売事業 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 塩尻市 株式会社ギイチ 3100001023879 ウォータージェット導入による新事業への参入と工事受注体制の構築 松本信用金庫

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社共和堂 9100002035166 創業９５年の新聞販売店が地域活性に関心のある人々が集うコミュニティ拠点「ｉｋｉｇａｉ　ｂａｓｅ」を開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ＰＢＣリブロ 中綴じ冊子に革命！「和こよ」によるグリーン購入法とＰＬ法の達成 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社ジェイ・キッズ 3100001018350 トライアスロン事務局を設置　広告のデジタル化・運用支援による新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 長野県 松本市 株式会社ライコン 2100001016495 スポーツバイシクル×パーソナルストレッチ　スポーツで日本を元気に！ 中田　麻奈美

関東 長野県 北安曇郡白馬村 エターナルフレーム オールシーズンで滞在できる専属シェフ付きグランピング施設 長野県商工会連合会

関東 長野県 千曲市 有限会社グリーンパワー 2100002010027 登録再生利用事業者による食品残さ堆肥化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上高井郡高山村 有限会社紅葉館 4100002008936 秘湯七味温泉で唯一の旅館を完全個室化、プライベート空間の創出。 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社昭和モータース 6100002022415 業態転換による新たなサービス構築と地域企業連携による事業再構築 松本信用金庫

関東 長野県 飯山市 有限会社観山 7100002017083 エステティシャンとインフルエンサーを繋ぐプラットフォーム事業 伊藤　央

関東 長野県 塩尻市 有限会社Ｒライフ 7100002025441 ＶＲ技術を取り入れた展示場＆建設業で培われた提案型エクステリア事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 長野市 有限会社ポプリ 4100002008028 少人数用挙式会場でのフォトウウェディング事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社カイセイ 3100002013879 新分野展開を実現するための新工法の確立 株式会社長野銀行

関東 長野県 松本市 株式会社薬師平リゾート 1100001014302 広大地を活用したアウトドアとワーケーション複合リゾートへの転換 松本信用金庫

関東 長野県 諏訪市 宮坂醸造株式会社 1100001020143 コロナ禍での新たなニーズに対応した業態転換による事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 Ｗｅｓｔ　Ｖａｌｌｅｙ合同会社 4010403016035 ウェルネス＆ビューティーセンター等の新サービスの提供への業種転換 税理士法人ＪＴＡ　Ｇｒｏｕｐ

関東 長野県 塩尻市 有限会社塩尻造花 9100002024961 最後の時間を家族らしく過ごすためのアットホームで安らぐ葬祭事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡阿智村 南信州菓子工房株式会社 6100001025468 ダイレクトマーケティングを基幹とした国産ドライフルーツのＢｔｏＢ市場の新規開拓 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ＴＵＧ　ＢＯＡＴ 9100001031918 里山の旅館業から日本の原風景溢れる里山のキャンプ場への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社プリモ 8100001009270 天然温泉を利用した長期滞在型健康プログラム「ＴＯＪＩ（湯治）」 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡飯島町 株式会社ティーアイシー 3100001021305 最新設備導入による“大・太・真・同”の産業ロボット分野への新たな挑戦 飯田信用金庫
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関東 長野県 東御市 有限会社ファーブアーツ 2100002015967 コロナ禍で見えた待ちのビジネスモデルからの脱却、高級外国車に特化した鈑金、塗装業者の挑戦。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社石の晃和 9100001022248 人とペットの絆　自宅でお別れが出来る移動火葬車とメモリアル事業の新分野展開 飯田信用金庫

関東 長野県 下伊那郡喬木村 株式会社ふくやま 4100001022707 南信州の食材を用いた「食べられる食器」の開発・製造によるＳＤＧｓへの取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社工房大倉 4100002038776 非鉄系特殊材加工に特化したＩＯＴ工場構築の為の建屋建設 飯田信用金庫

関東 長野県 千曲市 の音ＷＩＮＥｓ合同会社 5100003006401 千曲のこれまでの千年とこれからの千年をつなぐ交流型ワイナリー設立事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社新光商会 9100002030761 地元農家と食をつなぐ！シェアリングキッチン事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社前沢鉄店 9100002037294 難加工センタレス研磨の事業化で地域産業に貢献、加工請負受注へ！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社カリス 8100001022307 人口減少地域でのＩＣＴ施工と遠隔臨場の導入による生産性の高効率化と工事の高品質化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 スノーボールシャレー株式会社 5100001030139 日本の観光トレンドを焦点とした新市場への進出事業。 飯山商工会議所

関東 長野県 上水内郡信濃町 ＢＥＡＵＭＯＮＴ株式会社 1010501042002 倉庫業からクリエイティブ・シェアスペース付きコンサルティング事業への転換 中田　麻奈美

関東 長野県 小諸市 マルイ産業株式会社 5100001008614 飼料製造会社が畜産業者向けに良質なサプリメント飼料を製造販売する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社エルズグランドケアアカデミー 9100001028402 女性の健康と働き方をサポートする女性向けコワーキングオフィス事業 桑原　仁

関東 長野県 安曇野市 株式會社マル井 1100001015325 辛くない！退色しない天然着色素材のわさび葉ペースト販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社池田住建企画 8100001023981 快適＋環境に特化したハイブリッド展示場による移住者獲得事業 岡本　洋平

関東 長野県 駒ヶ根市 塚田理研工業株式会社 9100001021299 高精度塗装による、樹脂への新たな加飾と機能付加 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町下市 小松屋株式会社 8100001029632 「民泊　のらりくらり」　あなたの　田舎が　ここにあります 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ポップ 5100001017417 デジタル技術を活用した地域観光の新たな販売プラットフォーム構築とランドマーク施設整備 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社はせがわ工業 3100002033183 高精度！低コスト！高効率！地球にやさしい！半導体封止金型の製造革命 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 東山ワイン研究所合同会社 1100003005002 ＶＲを活用したワイナリー建設で持続可能なビジネスモデルを確立 長野県商工会連合会

関東 長野県 木曽郡上松町 株式会社大澤商店 9100001017719 急速冷凍とフードトラックを活用し実現する次世代外食スタイルの構築 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 飯田市 株式会社南信州新聞社 2100001022790 スマホやパソコンで簡単に閲覧可能なデジタル記事・動画配信への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社大阪屋 1100001007909 地域初‼ロースタリー（自家焙煎）機能を持ったブックカフェの運営による新分野展開 岡野　真生

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社オーテック 7080402017033 介護事業から派生した高齢者向け弁当販売とＥＣサイトを活用したレストラン事業の参入 鍬竹教男

関東 静岡県 牧之原市 やまはち園芸 利便性の高い自社製造カットネギの開発によるスーパーへの販売強化 清水　進矢

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ゼネラル・マネージメント 2080101012356 スポーツクラブ×アミューズメント施設の融合による複合業態への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社コハマ 5080001014813 中小企業対象テレワーク等オンラインスクール、小中学生プログラミング教室、親子で過ごせるコアワーキングスペース文具サブスク 税理士法人法理舎

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社レストランフランセ 7080001005736 ビルの空フロア利用した「小規模イベントの興行およびレンタルスペース事業」への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社芙蓉堂 4080101011785 富士宮初！文房具カフェで狙うＶ字回復事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 合同会社あめのちはれ 4080003001876 介護現場から発信する身体に楽しくやさしいジェラート計画 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社時遊 3080101005227 コロナ対策と商圏拡大を図る為のドライブスルー販売の開始 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ヤマイチプランニング 2080002006036 レストランの味をそのまま家庭の食卓で楽しめる冷凍加工食品の商品化と販売 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ケイあんどケイ 2080002001846 プライベート雀荘併設スナック 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 コムフィット合同会社 3080403003589 印刷業で培ったノウハウと資産を活用しレーザー加工事業へ進出 浜松商工会議所

関東 静岡県 牧之原市 有限会社尾白弁当 7080002014827 冷凍とろろと汁と弁当の販売の開始と設備投資の実施 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 萩埜園 体験型いちご栽培の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 インテリアショップルームズ 家具店の作業スペースの改装による卓球教室事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡川根本町 リトルフォレスト おろくぼ　森と星のパーマカルチャー塾の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 スルガ観光株式会社 3080001013981 ドローンスクール開講と測量や農薬散布、空撮、ドローン販売開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社静岡自動機製作所 1080002007002 化粧品向け充填機の製造事業による新分野展開により売上回復を図る 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 藤枝市 株式会社タツミ製作所 6080001017237 洗浄装置向け精密金属部品の生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 沼津市 株式会社寿し和食ひろちゃん 7080101003763 和食レストランから新鮮な海鮮ネタの冷凍食品製造業への業態転換 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市中区 フードショップカンナム 浜松発祥スイーツ「アイスコルネット」のキッチンカーによる販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御前崎市 おもいでの家 地元住民が気軽に集まれる地元食材を活かした健康志向のお惣菜店 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 貸別荘シエスタ 地元住民との交流スペースを併設した連泊滞在対応貸別荘の運営 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 清友工業株式会社 2080101017330 ユニットハウスの可能性を広めて、地域の新規起業者を応援！ 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社オプティマム 1080401019804 寺院と葬儀場の活用による最後の別れのご提案 水口　健

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社エージェント 9080002015443 キッチンカーの製造販売の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市南区 グリーン・ノア株式会社 4080001010508 船にも環境にも優しい画期的な船舶コーティングサービス 伊藤　洋介

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ホットライフ社 2080001012150 静岡県産の抹茶を用いた健康機能性「茶蕎麦」の開発・製造・販売 静清信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社ｃｈａｎｃｅ 4080401022326 犬のスポーツ総合施設を有する会員制ドッグスポーツクラブ運営 磐田商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ｅｌｆ　ｄｅｓｉｇｎ 6080001021511 アウトドアニーズを追い風にしたドームハウス販売 静清信用金庫

関東 静岡県 三島市 ＫＴＳ株式会社 2080101015425 新分野展開としての住宅型有料老人ホームの新規経営 川口　明彦

関東 静岡県 沼津市 株式会社フード＆サクセス 5080101003922 飲食店プロデュースからテイクアウト事業プロデュースへの再構築 沼津商工会議所

関東 静岡県 熱海市 有限会社阿部商店 3080102017964 老舗和菓子屋による、インスタ映えする新メニューの店頭販売計画 熱海商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社よしかわビルド 2080101016506 コンテナハウス事業への新分野展開～モデルコンテナカフェのオープン～ 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 合同会社めんくい亭 3080403003291 新たなパン分野のキッチンカーによるコッペパン専門店の新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社桜’ｉｚ 6080101015289 当社人気商品の２４時間無人販売を展開し、美味しい料理を家庭に届けてハッピーに！ 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 牧之原市 坂口産業株式会社 6080001013632 地域資源のしらすを活用したテイクアウト商品等の飲食店販売への転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 旬彩はづき おうち時間をちょこっと豪華にする居酒屋が提供する冷凍惣菜 鈴木　満

関東 静岡県 富士市 合同会社ビスペル 6080103001972 旅行会社に向けたリモートガイドツアーパッケージの展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社共楽荘 3080402010900 家庭では味わえない、浜名湖産希少魚介類の鍋セットなどの製造販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 西村農園 田舎のお茶農家が挑戦する「ワークショップ」と「カフェ」経営 袋井商工会議所

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＪＡＣＫカンパニー 2080401011520 収益を多軸化させるためのコワーキング型飲食店舗の展開 税理士法人Ｗｅ　ｗｉｌｌ

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社フリーライン 2080401022823 前日注文で間に合う、職場へ配送するミールキット販売事業 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社フード・フォレスト 9080402008328 親しい人・お世話になった人に送りたい！と思う「贈答用冷凍食品」の開発と販売 遠州信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社ホヨズ 2030001125626 ３年格安メンテナンス付き自動車コーティング及びレンタルガレージの運営 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御殿場市 株式会社広川生コン 2080101004238 これまでの全ての課題を解決できる新しい速乾性コンクリートへの挑戦 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社ワイ・エス・エス 3080101014293 マリンアクティビティと手ぶらキャンプを融合させたアドベンチャーツーリズムの推進 玉置　久倫

関東 静岡県 田方郡函南町 ビーストオートモービル 中古車販売と車検・整備をワンストップで仕上げる事業再構築計画 沼津信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社山岸石材店 7080102021186 少子高齢化・核家族化に対応する樹木葬・合祀墓事業 下田商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社ネクシオ 4080101006661 地域の日本人正規雇用を増やし、年収を増加させる地域貢献事業 沼津信用金庫
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関東 静岡県 三島市 佐々木印染 オフグリッド体験などを通じた「身近な暮らしに防災を」 三島商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 株式会社夏越物産 7080001020157 乾物卸事業と、乾物・雑穀を中心に扱う薬膳料理教室へのシナジー効果 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社リバティー 3080001005698 ５Ｇ・ＸＲを活用した教育文化事業・経営者育成事業「無限塾」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＦＵＮｔｏＦＡＮ 1080401013476 親子で通える脱毛エステティック事業の新事業展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士市 岳南自動車株式会社 7080101008309 地域交通を支えるオーガススタンド事業 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 静岡市葵区 ラヴァリエ ビストロが始めるＤＥＬＩ＆お菓子テイクアウトの専門店 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ココカラ 1080101019179 セルフ脱毛事業（完全個室でセルフ脱毛を行えるサービスを提供） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 富士市 シンセアフードサービス株式会社 4080101011050 外国人留学者・就労者の活力を地域社会活性化へつなぐ取組み 鈴木　孝治

関東 静岡県 沼津市 イーラ株式会社 5080101017674 アフターコロナのウェルビーイング・マッチングプラットフォーム構築 三島信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 株式会社牧之原石材 4080001014228 お墓を作成している当社がペットの火葬を出張形式で行う事業計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 ケチャップ ママのヒトトキで地元活性化、Ｃａｆｅ＆レストラン 富士宮商工会議所

関東 静岡県 田方郡函南町 ごはんや　里庵 腸活サロンによるセラピスト業への業種転換と既存飲食業のシナジー効果 沼津商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社トラベル・アニューコーポレーション 3080101001333 旅行業からネイチャーカフェへ業種転換計画 袴田　学

関東 静岡県 袋井市 安間製茶 需要拡大・売上向上を目的とした製茶用機器と製造法の転換 袋井商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＫＭＳバス 4080001011175 皆様に寄り添い交通弱者を笑顔にする地域のための巡回バス運行 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社さかな家物産店 3080402003202 地元特産品及びＢ級グルメの冷凍食品販売による新たなお土産物提案と地域振興 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 ＦＥＲＭＥＮＴ 地産地消：コロナ禍で供給過剰な果実を利用したリキュールの生産と販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社三友機械製作所 9080001014859 当社独自の技術を応用した、リチウムイオン電池ケース製造設備の開発・製作事業 小倉　裕樹

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社エス・アール・シー 8080001009174 日本一のパエリア職人が作るスペイン料理専門店の味をご家庭で！ あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 島田市 合同会社エス・エー・シー 4080003001975 非対面で購入可能な高品質・定価価格の住宅建築サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 三島市 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 4080101006819 先端機器を活用した特殊印刷製品による地域活性化支援事業 藤巻　かな江

関東 静岡県 浜松市中区 かねさわ株式会社 9080401021331 製造設備導入と伴にＢｔｏＣ事業への新たな挑戦 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社倉章 9080401016117 厚板素材の切断品質向上により実現する、審美性の高いアイアン階段等、建物付属設備加工への進出 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社深澤工業 9080002011070 板厚・サイズ拡大と後工程効率化による食品製造領域への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社東海梱包サービス 4080001020993 バナジウム天然水を使用したきくらげの生産・加工による新たな事業領域への展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 壬生産業株式会社 8080401016209 ＩＣＴ建機の導入によるＩＣＴ施工の社内一貫体制構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社藤 5080101006132 大人気商品「〆鯖の棒寿司」と地元特産品の最新冷凍技術によるネット通販 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社三静工業 4080101005622 工作機械の高回転ローター製造技術を応用したＥＶ車の高回転モーター部品提供による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社西川建設 4080001018352 地域食材とデジタル技術を活用した自動販売機による非接触型販売の展開 山田　盛史

関東 静岡県 浜松市東区 丸西機械株式会社 8080401005178 卸売業からプログラミング，ソフト設計へ進出と新営業方法確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社北海建設工業所 1080101006202 水処理施設等の管工事業から需要が高まる専用資材の製造業へ進出 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＳＯＣ 5080101003773 人工関節置換術の手術器具製造ラインナップ拡充による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＫＡＷＡＢＡＴＡ 8080001020560 深夜営業のやきとり、ほるもん店からランチタイム、デリバリー対応可能な天ぷら店への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社相良青果市場 8080001014174 ＥＣ販売とコールドチェーンに対応した「選ばれる青果市場」への変革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社サナリズム 2080101016968 地域をもっと元気に！「安心・安全・見える化」女性専用ＡＩパーソナルフィットネス事業の展開 富士宮信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＨＳＳ 4080001011522 介護・福祉人材の積極活用による地域に不足する未就学療育の拠点整備を通じた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 長澤メタル株式会社 7080102016137 金属スクラップ卸売事業から銅ナゲット製造業者への変革と挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社リュウテック 3080401017938 自動車分野における精密部品製造技術を発展応用したマリン系部品製造を通じた新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社いしがみ 1080001018446 「少人数向け高級宿泊施設」への業態転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社Ｋａインターナショナルコーポレーション 5080401014578 美と健康をトータルでプロデュースする複合サービス事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社ＦＡＳＴ　ＬＡＮＥ 2080401024035 コロナ対策を講じた店舗併設住宅建築事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ＴＭオートサービス 2080101015557 地域に不足するＥＶ充電スポットの利便性向上のためのセルフスタンド等ＥＶ整備インフラ提供事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アイリー 6080101019471 新たな自動車整備事業の確立による自動車販売事業の拡大のための一環サービス事業の提供 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社奥田工業 4080002001217 サプライチェーン対策のためのプラスチック製生活用品の国内内製化に伴う金型成形一貫体制強化事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ルナ・ソーレ 1080401010531 家族婚（知人は参列しない親族１０名以下の家族限定挙式）を専門とするブライダル事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社勝製作所 5080101012139 板金加工における除菌関連市場への進出と生産体制改革への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ヤザキ 5080401016038 輸送機部品製造の射出成形技術を応用した新たな次世代自動車用分野への積極参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 裾野市 株式会社セイコークリエーション 8080101021376 地域需要の変化を捉える！建設業から飲食業への業種転換 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＬｏｃａｌＮｏｗ 7080401011193 自由診療向けオンライン診療の事業化 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 マシン・テック・ヤマシタ有限会社 4080402007441 鋳物への切削加工技術の高度化による半導体分野への新規進出事業 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社マルシン技研工業所 2080401011545 最新切断加工技術を用いたアルミ・ステンレス素材の新製品で環境・自動車部品事業へ進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 井山工作所有限会社 7080102009512 鋳造品の切削部品加工技術を発展応用した新たな特殊加工技術の確立による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御前崎市 川口興産株式会社 8080401015144 静岡県のハブ港を目指す御前崎での新倉庫事業 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 磐田市 有限会社三ツ安製作所 5080402019964 ＥＶシフトに対応した高度なモーター部品製造のための特殊切削工具製造体制の確立 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社青木興業 4080402017127 ＩＣＴ化による産業廃棄物の収集運搬事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 袋井市 有限会社伊藤金型 3080402021419 プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製力強化による高付加価値プロセスの構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 丸茂製紙株式会社 3080101009756 環境技術活用と加工設備導入による業務用トイレットロール事業参入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 静岡県 沼津市 内浦運輸株式会社 2080101000229 「釣り」をもっと気軽に内浦富嶽満喫プロジェクト 村田　良一

関東 静岡県 浜松市北区 クロッシュ フレンチ料理人がつくる廃棄ロスを軽減する「冷凍スイーツ」の製造への新分野展開 松本　圭市

関東 静岡県 島田市 有限会社名取サービス 8080002014388 フロンガス再生事業進出によるＳＤＧｓ・地域雇用拡大への取組 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 サンワフーズ株式会社 7080101004076 移動式給食サービスで「美味しさ」と「心地よさ」の「場」を提供 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社望月自動車塗装工業 4080002011447 観光バス・トラック車体塗装業から自動車ライト等の真空蒸着治具の蒸着剥離事業への進出 植松　誠

関東 静岡県 島田市 有限会社シー・フィールド 8080002014413 豊かな人生のための相談処となるドッグラン、ドッグサロンの新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社立米 4080001011638 体感型北欧インテリアショップを活用したＢｔｏＣ向け住宅インテリア市場の開拓 静岡商工会議所

関東 静岡県 御前崎市 有限会社山幸 2080402019059 静岡県産ブランド牛専門の業務用精肉業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 出縄良人税理士事務所 スタートアップ支援の専門機能が付帯するオフィスレンタル事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 駿南鉄工株式会社 6080001014928 建機向け情報通信サービス事業の起ち上げ 大石　徹

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社システムオリジン 5080001008286 タクシー向けタブレット車載端末を定額サービスで提供する。 株式会社鳥居経営コンサルティング

関東 静岡県 下田市 コンドミニアムとらや アクティビティを楽しめる地域密着型の宿泊付きレンタルスペース事業 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 湖心亭株式会社 8010001191615 「室礼」の提案に特化したインテリアコーディネートサービスと器の小売販売事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社キャムテック 4080401001478 ＥＶ（電気自動車）向け金型製造能力獲得による海外市場への新分野展開 浜松磐田信用金庫



51 / 53 ページ
事業再構築補助金　第5回公募　　採択案件一覧【関東ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます

エリア名 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

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社青空農園 5080401020485 農家が経営する八百屋と野菜のジェラートの開発による新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 伊豆市 株式会社湯川商事 8080101004926 販売機能を兼ね備えた惣菜製造工場の新設と食を発信する企業への業態転換 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社しおやフーズ 2080101010789 牛タンの独自生成技術を活用したＨａｃｃｐ対応セントラルキッチンの構築 富士商工会議所

関東 静岡県 周智郡森町 有限会社宮﨑モータース 6080402022166 自動車修理販売業によるコインランドリー事業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社鈴木自動車 2080101008809 整備技術を活かした中古車販売及び車両アドバイザー事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社トーヨー工機製作所 8080102002540 旋盤工程の内製化と高精度ボーリング加工による半導体製造装置向け大型部品の新規需要獲得事業 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社飯田庭園 1080002000403 観葉植物のＤ２Ｃ事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ｌｉｖｅ 8080101010742 中小水力発電機向けランナー製造事業立ち上げによる新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 有限会社静岡フスマ商会 1080402020158 完全オーダーの建付け家具の製造及び施工販売による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 合同会社遥・電機 6080403002340 ロボット取扱いによる新規事業（ロボット設備設置、保守）への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社宮地興業所 3080401016205 約１，０００種類の試作品開発で培った技術力と生産ラインの自動化により建設重機部品市場の参入計画 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 熱海市 熱海観光事業株式会社 3080101012520 芸妓活動の場の創出による芸妓文化の継承と地域観光への貢献 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社木村鋳造所 4080101005498 アルミ構造体部品の新規製造に着手し、ＥＶ車部品市場に新規参入する 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 いさぶや印刷工業株式会社 4080101004707 デジタル印刷を付加価値とする伊豆地域のデジタルワークプラットフォーム運営 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社大善 1080101008917 パルプを原料とするセロビオースを商品化するオンリーワン企業となりバイオケミカル分野に進出 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社富士川巧作所 2080102016224 ヘール加工技術導入による燃料電池ゴム部品成型特殊金型開発への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 特定非営利活動法人タートルエイト 8080005001557 認知症・看取りに対応、地域と共生したナーシングホーム運営事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社さざなみ写真館 1080402009952 写真館による着物文化継承のための着物レンタル事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 石原水産株式会社 7080001022500 水産加工食品専業ノウハウを生かしたペットフーズ製造部門の新規立ち上げ 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 ＴＤＣ オンリーワンユニットハウスの企画開発販売への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社徳造丸 3080101014673 ドッグラン＋ドッグカフェ＋ドッグフード 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社浜名ワークス 2080401010241 ＥＶトラック用ボディー開発の事業化 遠州信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社サワイリエンジニアリング 1080401015398 人力で移動可能な５軸のＮＣ加工機の新規開発・製造・販売による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社石川四方藏商店 7080001000373 新たに茶製品メーカーへの直販を実現する生産ライン再構築事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社三河屋商店 3080401014506 ベーカリーから韓国料理テイクアウト専門店への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社深澤工業 9080101011797 フレア配管システム導入による環境に配慮した溶接不要の配管製造、販売、施工 富士信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 小塚建設株式会社 6080001014168 福祉施設建築元請及び運営事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ 洋菓子店が挑戦する地域の特産品を活かした新ブランド商品開発と卸事業 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＷＨＩＴＥ　ＬＩＮＥ 8080401025390 イタリアン飲食店とキャンプ施設を融合した舘山寺観光振興事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 株式会社アトリエロジウラ 7080001022946 魔法カフェＶＥＲＢＥＮＡ（ヴェルベナ）空間の活用プロジェクト しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 サロンドブー 地域初！フェムテック製品に特化したカウンセリングサロン開設及びショップ展開による事業再構築 富士信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社東洋ドライ 5080102011065 元請としてのリネンサプライ事業への新規参入 三島信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 有限会社プロロジック 3020002069987 朝霧高原のキャンプ施設付き滞在型ワーキングスペース 飯野　明宏

関東 静岡県 浜松市中区 亜木屋 最新脱毛機器を活用した地域密着型全身脱毛サロンの展開 後藤　公平

関東 静岡県 浜松市南区 つるた株式会社 9080401003247 地域密着の建具店から、全国商圏の木製サッシメーカーへの転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 伊東市 株式会社マルマサ 5080101013962 真空包装加工を行った魚の製造販売事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

関東 静岡県 島田市 有限会社ティークラフト 7080002014125 国産ハーブの抽出によるアロマオイル製造事業への進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社三和製作所 8080401015796 内燃機関の金型試作からＥＶモーター関連部品製造への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 株式会社アイデア 2080401020637 自動車小売業で培った営業力を活かし、木造建設工事業への業種転換を目指す 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 ＳＨＯＤＡ株式会社 6080401002350 国家戦略（グリーン成長戦略等）に資する新たな切削加工体制の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社エムテクノ 2080101001854 中規模水力発電機向けＨＶサーボモータ製造事業の立ち上げ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 沼津市 柿田川ブリューイング株式会社 1080101019419 醸造技術と地元のフルーツを活用したクラフトサワーの製造、販売 松原　克巳

関東 静岡県 三島市 株式会社ディーセント・スタイル 6080101007419 本旨海老餃子を中心に肉旨餃子・野菜餃子を冷凍し無人店舗で販売する 澤田　健

関東 静岡県 静岡市葵区 オッサン　ビストロ　トントン 地域密着型料理教室の展開計画 補助金活用支援会合同会社

関東 静岡県 島田市 有限会社酒井鉄工所 4080002013617 ４軸多面加工の技術を構築して高精度多面加工で新分野に挑戦する。 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 下田市 ＢＡＧＵＳＥ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ ビーチまで１００ｍ！トップアスリートによる合宿施設で事業再構築 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 静宏産業株式会社 2080101000906 プラスチック製品の精密加工技術を活用した医療部品製造分野への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社塚本新聞店 2080001014015 ハイデザインベーカリー事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 株式会社丸藤 5080101012873 地元網代港で漁獲された鮮魚の加工販売事業の新規開業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社カントビ 3080001009617 足場資材の品質向上に向けた洗浄・整備サービスへの参入による事業領域の拡大 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社東洋機械製作所 7080001008730 ユニバーサルヘッド付５面加工機により非工作機械関連市場へ参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社上野鉄工場 7080401000626 高精度な加工技術で省人化機械・ロボット部品市場へ参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 株式会社Ｄｒｅｓｓ 9080101004990 地域の弱いを強みに変える、継続可能な新観光価値の創出 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社マルナカ河西工業 1080402007824 バリ取り技術を活かしたマウンター及び検査装置向け精密板金事業への参入 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

関東 静岡県 浜松市北区 庭あそ株式会社 5080401019494 ＤＩＹ資材販売のための無人店舗による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社カマド 2080101004015 小型車のＡＳＶに対応した高精度フレーム修正及び水性塗料に対応した板金塗装 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 ラルゴ株式会社 8080401019855 ウィズコロナ時代の美容室 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 下田市 株式会社Ｒｉｌａｓｓａｒｓｉ 1080101017208 ３つの真事業で、総合リラクゼーション企業への成長 下田商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 内田工業株式会社 1080401009747 最新設備導入による３次元曲面形状加工の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社高梨建築 9080101021689 建築業の経験を活かした、ドローンによる太陽光パネルの点検事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社宮脇 1180302011684 バーチャルレストランによるデリバリー事業の新展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社静岡機械製作所 5080005000850 茶仕上げ技術を活用したコーヒー豆等の焙煎受託加工事業への参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 丸両自動車運送株式会社 6080001009135 太陽電池モジュール中間処理事業進出のための工場建設 あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 藤枝市 株式会社丸二商店 3080001016778 コロナ禍のニーズに対応した新しいペット関連複合施設 あおい税理士法人

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社サン・フォークス 2080001017570 梅ヶ島の魅力を伝える新しいドライブイン事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社サンアイ電工 6080101015330 静岡県で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 静岡県 静岡市葵区 白井建設株式会社 6080001020273 ワンランク上のブランディング力の高い店舗デザインの設計・施工 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 周智郡森町 サステン工業株式会社 7080401017455 電動アシスト自転車普及による周智郡森町の活性化（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 周智郡森町 しんちゃん農園 「米」事業の２・３次産業への事業展開による経営力安定化 税理士法人渥美会計事務所

関東 静岡県 下田市 有限会社ガーデンヴィラ白浜 4080102021940 眺望抜群の長期滞在型宿泊施設を一年中稼働させて地域経済に貢献 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社まるたま 3080402015965 オリジナルお茶ドリンク、デザートのテイクアウト販売事業 遠州信用金庫
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関東 静岡県 伊東市 株式会社しゃぼん玉 1080101013999 高性能乾燥機等導入による重量物クリーニング事業への新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社インク 8080101005305 「文具のテーマパーク」が手掛けるフレキシブルオフィスデザイン事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社原田木型工芸所 1080401004459 ３次元デジタル解析と５軸加工技術を掛け合わせた先端技術活用による次世代自動車部品分野への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社フクダサインボード 4080401004670 配線不要で、簡単に架け替えが可能な次世代型看板”ＫＡＧＡＹＡＫＩ”による市場開拓 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 藤枝市 株式会社Ａ＆Ｃ不動産販売 6080001017179 遊休不動産を活用したプライベートサウナ施設の運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社かねはち 1080102000930 魚市場仲買業者が取組む！沼津港産のサバや深海魚を使った加工食品の製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 リリーズ株式会社 7080401012290 飲食事業の業態転換　営業利益黒字常態化の為の戦略的な菓子生産体制の再構築 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社エステック 6080101005389 製造業のＤＸ化推進の為の生産化システムの開発 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 藤枝市 Ｈ＆Ｙインテグレーション株式会社 9080001021319 洗車サブスク事業への進出による事業再構築への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 ハマニ株式会社 8080401010310 「左官ショールーム活用による新たなＢｔｏＣビジネスモデルの変換」 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社愛孝 9080001012061 家庭用空調機器の販売事業者からの脱却を目指して 廣瀨雅俊

関東 静岡県 富士宮市 株式会社一期一会 9080101016945 スポーツソックスの開発・および高齢者のふらつき、転倒を予防する靴下販売事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 焼津冷蔵株式会社 1080001015402 小川港で”鯖”の水産加工品の製造と直売による地域の特産を開発する新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 株式会社オザワ 4080101004946 建設業の造園技術を活かした駿河湾の絶景キャンプ場への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 三丸興産株式会社 7080101006304 地域連携型・高度医療対応動物病院の併設でドッグ総合施設へ業種転換 藤巻　かな江

関東 静岡県 静岡市駿河区 中部田中印刷株式会社 5080001003337 紙以外への印刷を実現することによるノベルティ市場への進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社サンエンテック 8080401019244 半導体製造装置部品製造のための高精度連続加工体制確立による事業転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ダイアモンドベリー 4080401022391 グローバル化に対応した低年齢の子ども向け英語スクールの運営 浜松商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社岩科機械 6080101002436 製缶加工技術と機械加工技術の融合による精密加工部品の一貫製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 ナルテック株式会社 9080001008852 次世代インフラを支えるＬＰＷＡセンサーデバイス用いた無線ネットワークの構築事業 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社ディーズ 9080402016710 オーダーメイド建築板金部材の新商品開発 遠州信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ｙａｎ’ｓ 7080101007070 「港湾工事におけるドローン土木測量」へ新規参入 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 静岡県 三島市 杉山総業株式会社 9080101005741 ＤＸ　ゴルフシミュレーターによるスポーツＧＹＭ事業への取り組み 沼津信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 アルシャン工業株式会社 3080101003932 アルミニウム部品の内面切削加工により、災害時にも大活躍する小型発電機のモーター用部品製造に挑戦する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市駿河区 コスモスビル株式会社 1080001009619 食と健康と美をテーマに「豊かな暮らし」を提案する生活雑貨店への新規開業 静清信用金庫

関東 静岡県 伊東市 フラドッグス リハビリ難民に救いの手を！全世代健康ステーション『ＤＸオーダーメードリハビリジムＨＵＬＡ　ＤＯＧＳ』へ新分野展開 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 静岡市葵区 ＫＹ－ＴＯＮ アウトドア専門店が提案する極自然を感じる新しいキャンピング事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ナズ 1080401023896 ＤＩＹ資材販売のための無人店舗による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 特定非営利活動法人かけがわランド・バンク 2080405007060 まちやど構想へ繋ぐ空きスペースを活用した「個室サウナ事業」 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 内田鑿泉株式会社 1080401006199 井戸工事事業で培った技術を応用した地中埋設物除去事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ゼプロチュービング 9080101005808 ウィズコロナ時代の変化に対応すべく新分野への参入挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アピエス 9080101003654 ファイバーレーザー加工機、及び高速・高精度ベンディングマシン導入による医療機器・半導体製造装置市場への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内商事 9080401016125 質疑応答ＡＩシステムをパッケージにしたＩＣＴ重機専門のレンタル事業とグローバル展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 裾野市 株式会社友愛製麺 5080101015827 ミニセントラルキッチン建設による老舗ラーメン店の冷凍食品製造事業 水口　克巳

関東 静岡県 焼津市 株式会社マルイリフードサプライ 5080001015200 焼津の新鮮マグロの販売・提供を可能にする商業施設による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社ミント 5080402013513 高齢者受入不足の課題解決に向けた、居住スペースを最適化した施設運営 亀山　俊彦

関東 静岡県 榛原郡吉田町 鈴木産業有限会社 2080002014609 家電製品等の総合リサイクル事業への新分野展開 株式会社東和銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社雄大工業 1080002014403 自社の微細加工技術を活かした半導体関連装置分野への参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社杉浦建築店 8080401002506 地元産木材による非住宅分野への新たな市場参入 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内土木 3080401015999 遠隔操作技術の活用による砂防工事などの森林開発分野の新分野展開とグローバル化 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 浜松エルピーガス協同組合 7080405000498 法人会員を対象としたシェアスペース施設の運営と同管理システムのシェアリング 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 前田工業株式会社 4080001004781 革靴の純国産オリジナルブランドによる自社店舗販売並びにＥＣ販売によるＢｔｏＣ参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社トマル水産 2080001015062 焼津市でオンリーワンとなる耐熱菌の圧力殺菌処理事業 原野　郁巳

関東 静岡県 藤枝市 株式会社エムテック 7080001018333 ＩｏＴ技術と抗菌・除菌に対応したコインランドリー事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 海鮮丼工房　尽 地元食材料理と地元密着型のコインランドリー事業と融合 原野　郁巳

関東 静岡県 藤枝市 株式会社共立アイコム 4080001016372 アフターコロナの冠婚葬祭における祝儀・香典の現金送付代行事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 東洋樹脂工業 車載用ＬＥＤデイライト向け樹脂成形部品の生産による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社エース代行サービス 2080002009360 社会福祉と自然あふれる山里が共存し、まちおこしにも貢献する屋外型カフェ 株式会社清水地域経済研究センター

関東 静岡県 沼津市 株式会社元気 6080101003491 木材加工技術を活かした家具等の製造とＡＲ・３Ｄを利用したネット販売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 手塚メタル株式会社 1080101022455 非鉄金属スクラップ卸売業から、産業廃棄物中間処理レアメタル再生事業への進出による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社旭ファクトリー 7080101011213 紙加工事業から医療機器部品製造事業への事業転換 富士宮信用金庫

関東 静岡県 湖西市 新居精機株式会社 7080401006111 電動車普及の鍵となるＥＶ試作部品の生産体制確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 湖西市 協和工業株式会社 8080401005962 自動車部品ハイテン化プロジェクト第一弾 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 磐田市 株式会社ファーストリバー 5080401017300 成長市場である「韓国化粧品」業界への新規参入 田中　誠

関東 静岡県 藤枝市 株式会社佐藤工業所 8080001016914 独自開発の小水力発電設備によるエネルギー事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社掛川スイミングスクール 5080401014280 フィットネスクラブによるスパ事業（温浴施設）への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 有限会社大忠工務店 4080402018059 平屋型のモデルハウスを新設し規格型住宅事業へ転換する新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大川井自動車 2080001022471 先端安全装置を備えた自動車の整備ニーズに対応したエーミング整備事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 渥美浜北株式会社 8080401022438 環境負荷軽減、衝突事故軽減につながる次世代自動車部品の製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 ムーン・リバージュ． プライベートドッグランの中で好きに過ごす「自遊空間」 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 日本パワーテクノ株式会社 7080101020206 「機能性水素水を用いたコンテナ型植物工場」の製造販売 渡邉喜明

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サムテック 1080001022183 複数の工法に対応できる橋梁耐震補強工事請負への挑戦 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 焼津市 株式会社サンロフト 9080001014842 安心・安全！保護者と保育者を繋ぐ動画共有サービス セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 湖西市 東巴 「原材料」から自社で製造したオーガニック石鹸の製造・販売への参入及び「コト消費」を捉える「体験型」店舗の提案 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社俊美光 4080001018245 現代レストラン運営会社による文化伝統が体験できる宿場町の温浴施設 株式会社清水銀行

関東 静岡県 熱海市 熱海マリンサービス株式会社 7080101012558 マリーナ関連事業から“密閉型製炭炉”を販売する環境事業への業種転換 齊藤　祐一

関東 静岡県 富士市 株式会社ヤツクラ 6080101010950 子供を見守るプログラミング学習教室の開校 富士信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 長谷川建設株式会社 1080001014040 都会的デザインの住宅体験カフェ運営による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社藤原加工 2080401014754 ナイロン系樹脂素材の高精度な成形・組付工程の確立による新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 株式会社つぼぐちファーム 2080101018782 野菜中心の飲食店卸から、個人向け干し芋製造販売へのビジネス転換 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＫＥＹ 6080001021668 ＤＸ技術を活用した障害者自立訓練事業および自費リハビリ施設運営 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 熱海市 株式会社咲見クラブ 5080101017336 顧客の多様化に応える新規性ある温泉施設サービスへの業態転換計画 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ＡＳＫ 3080001019681 低コスト・短納期なオリジナル農業用ビニールハウスの提供サービス 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 静岡市清水区 建築工房コウセー有限会社 9080002009809 ワンストップ対応の構築と工作機械部品製造事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社こころ 3080402016996 居酒屋店舗の空きスペースを活用したスペシャルフードの贅沢空間事業及び　中食テイクアウト事業展開 株式会社坂本＆パートナー

関東 静岡県 富士宮市 株式会社会館志ほ川 9080101011335 創業１０２年の老舗そば店から「和食と和カフェとお土産屋の複合店舗」への転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 駿東郡小山町 有限会社横山工務店 6080102007608 地元工務店による空き家を活用したビジネスコミュニティスペースの創設 沼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社稲取赤尾ホテル 2080101014609 伊豆からＩＺＵへ、ワーケーションから家族旅行まで　観光温泉ホテルによる多様性へのチャレンジ！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社啓愛工業 7080001011247 解体工事事業から産業廃棄物中間処理事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 菊川市 有限会社幸和建設 2080402018432 増加する空き家問題に対応した空き家解体業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社小澤土木 9080401001110 最新工法の提案による民間施設の防災・減災対策工事の市場獲得 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社中部綜合コンサルタント 8080401003149 ＵＡＶ（ドローン）及びレーザーを活用した測量における新事業展開 山内　哲

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社みとも 7080001014084 既存事業との融合によるプラスチック成形分野への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社間渕商店 7080401005030 結婚相談所及びお芋スイーツ製造販売事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 誠商事有限会社 5080102006453 アフターコロナの需要に対応した温泉スタンド事業の実現による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社楽描製麺 3080401013433 ラーメン店店舗経営に加え冷凍ラーメン商品の製造、卸し、小売りへの挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 石川農園 ６次産業化でペットのおやつとクラフトビールの市場を狙う 富士宮商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＲＥＦＳ 6080101022590 地域と共に食品ロス０を目指すまちのセントラルキッチン事業 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 カネカ北川製茶株式会社 1080001013380 宿泊施設向けオンライン配信営業によるサービス型お茶ＯＥＭと企業人事向けコーチング育成サービス事業の開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 村松機工株式会社 8080001015288 産業用機械部品から医療品製造設備部品への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 富士錦酒造株式会社 2080101011770 日本酒用の黄麹を使った甘酒を開発して自ら生産販売等する事業 富士宮信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社日建 4080001003965 住宅リノベーションによる地域イノベーション 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社東豆 2080101012752 「スクール」「スキャン」の『２Ｓ』を基軸としたドローン事業部の新設 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社文清 3080102014821 先端設備導入ホルモン専門店の出店による新たな客層の開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社若鳶 9080001010858 足場資材メンテナンス事業への展開と事業ポートフォリオの再編 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社扶桑工業 6080001016718 コンパクトコイル鉄筋を活用したプレキャスト製品加工事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫


