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事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【中部ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

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

中部 富山県 R2161U00006 肉の立山 通常枠 事業再構築を図るため精肉小売店の開業 富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00010 イルカ交通株式会社 1230001008695 通常枠 観光の復興と新たな需要・人の流れをつくるアンテナショップ運営 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00012 たかまち鑑定法人株式会社 9230001014661 通常枠 中心市街地の空家群を活用したリノベーションプロジェクト 高岡商工会議所

中部 富山県 R2161U00014 エステイン櫻 通常枠 廃棄されるもみ殻を利用し高純度の植物性シリカを製造、脱炭素化 物種　健吾

中部 富山県 R2161U00015 北陸テクノ株式会社 1230001012846 通常枠 もみ殻循環プロジェクト事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00017 株式会社楽家 1230001017044 通常枠 斬新な和楽器の企画・製造及びオンライン教室の実施 富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00021 株式会社ハシモトＢａｇｇａｇｅ 6230001002512 通常枠
海外ブランドに負けない業界初のニット製抱っこ紐商品の開発・製造・販

売事業
株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161U00022 新光モータース株式会社 2230001001154 通常枠 自動運転車向け電子制御装置整備業への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00028 株式会社キャステム 7230001006272 通常枠 レーザー加工を主軸とする研究開発サービス業への参入 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00030 株式会社大江鐵工 3230001007786 通常枠
最新分野へのアクセスを可能とする超肉厚部材高精度高品位曲げ加工技術

の確立
にいかわ信用金庫

中部 富山県 R2161U00032 本田精密工業株式会社 2230001002879 通常枠 電気自動車部品加工用切削工具製造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00033 株式会社江政商店 8230001014068 通常枠 高温真空調理の魚料理（惣菜）の開発・製造事業 氷見商工会議所

中部 富山県 R2161U00035 有限会社東海製作所 2230002012992 通常枠 微細加工技術と品質保証体制の強化による新分野展開の実現 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00036 三和建興株式会社 3230001005294 通常枠
低コスト防錆効果を創出する塗装技術の構築による大型建築塗装分野への

進出
新湊信用金庫

中部 富山県 R2161U00037 有限会社古志建設運輸 6230002001141 通常枠 建設現場のＩＣＴ化による生産性向上新規事業プロジェクト 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161U00039 有限会社ガレージアシスト 2230002008875 通常枠 「整備から提供へ」強みを生かした自動車レンタル事業分野への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 R2161U00041 株式会社クオリティプラス 9230001013473 通常枠 マテリアルリサイクル（エンプラ）材を活用したリサイクル事業の新展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 R2161U00042 株式会社ＦＲＥＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 7230001015174 通常枠
老犬ホーム開設とトリミングサービスサブスクリプション化によるペット

介護市場の創造
氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00045 有限会社波多巖木工所 3230002009815 通常枠
家庭向け・個人向け製品製造・提供体制の構築によるＢｔｏＣでの新たな

商流構築事業
バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00052 株式会社食養の杜とやま 1230002007341 通常枠
「５分づき米のお粥」レトルト製品の開発・生産工程構築・販路開拓の実

行
バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00053 株式会社ユメミガチ 1230001017291 通常枠 コロナ禍でも安心のグランピング事業の開始 氷見商工会議所

中部 富山県 R2161U00062 株式会社山崎 1230001009165 通常枠 高品質高意匠高剛性Ｈ３０００ｍｍ超大型建具開発とその生産工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00064 株式会社横山製作所 8230001008441 通常枠
自社の品質管理・生産技術を活かしたプラスチック自動車内装部品分野へ

の展開
株式会社北國銀行

中部 富山県 R2161U00068 小矢部繊維工業株式会社 1230001009000 通常枠 低コスト化・短納期化を達成する高効率太径繊維加工技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00073 有限会社ヴィルアップ 3230002005748 通常枠
店舗内店舗方式による完全個室型サロンの新規開設と高付加価値サービス

の提供事業
富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00075 株式会社河内屋 9230001007038 通常枠 「観光土産」中心の戦略から「域外販路拡大」の為の生産体制構築事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00077 株式会社エムシーピー 5230001007669 通常枠
ステンレス製大型マニホールド部品専用製造ラインの整備にて油圧関連分

野への進出
株式会社北陸銀行

2023年4月14日時点
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中部 富山県 R2161U00079 戸出化成株式会社 4230001010525 通常枠 日本の製造業の底力を取り戻すプラスチック製造工程の完全内製化の実現 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00081 株式会社ツーライン 8230001014266 通常枠 最新のコンクリート型栽培ハウスによるキクラゲ生産事業への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 R2161U00084 株式会社ケィ・ディック 6230001006760 通常枠 パンと家電で創る、老若男女全てが幸せになる持続可能な地域 富山商工会議所

中部 富山県 R2161U00089 株式会社黒崎鮮魚 5230001016141 通常枠 富山湾の魚×地元食材×ミシュランシェフによる冷凍加工品の開発 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 R2161U00091 有限会社苗加製作所 6230002011751 通常枠 デザイナーと連携した自社ブランドのキッチン用品の開発と販売 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161U00092 株式会社丸和 9230001003128 通常枠
ライフスタイルの変化に伴う住まいのトータルサポートブランドの新規構

築
富山県信用組合

中部 富山県 R2161U00094 株式会社プロデュース 1230001011781 通常枠
近未来オフィス提案特化型ショールームにて提案するアフターコロナの働

き方改革
新湊信用金庫

中部 富山県 R2161U00095 ヤマイチ株式会社 2230001003340 通常枠
アウトドア体験可能なモデルハウス・ガーデン建設による庭・外構工事の

受注強化
越澤　勝

中部 富山県 R2161U00096 株式会社寺島研磨工業 7230001012948 通常枠 大径鋼管切断機用大型チップソーの低コストかつ安定的な供給体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00099 坂田通商株式会社 4230001013222 通常枠
高純度廃アルミサッシリサイクル材獲得に向けた生産体制の整備とその販

売ルートの構築
富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00100 コンチネンタル株式会社 2230001006054 通常枠
ものづくりを支える「パイプ・鋼材のオーダーメイド型プレ加工品」製造

による経営力向上
富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00101 グランマルシェタケダ株式会社 9230001004869 通常枠 歴史と強みを活かした卸売業から小売業への新分野展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 R2161U00102 株式会社興和電機システム 2230001000908 通常枠 新規事業における中国メーカーに負けない高精度製品の構築 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00105 タカタ精密工業株式会社 9230001006485 通常枠 マイクロ流路チップ製造における微細高精度加工技術の高度化 公益財団法人富山県新世紀産業機構

中部 富山県 R2161U00107 株式会社高岡ケージ工業 7230001010415 通常枠 自動車分野での商流再構築に向けた高効率金網生産体制の確立 高岡信用金庫

中部 富山県 R2161U00108 株式会社高岡製作所 5230001010425 通常枠 鋳物会社による川下工程（機械加工）への新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00112 有限会社高陵金型製作所 5230002011034 通常枠 放電加工機導入と熱硬化性加工ノウハウを活かした新分野開拓計画 高岡信用金庫

中部 富山県 R2161U00114 有限会社エイキ 7230002005315 通常枠 革新的な「人工芝」を活用した「エクステリア事業」の展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00116 有限会社中田酒販 9230002010098 通常枠 酒屋ならではの強みを活かしたソウルフード焼肉店復活事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 R2161U00125 モトエ鉄工株式会社 5230001008428 通常枠 高精度大型精密５軸制御加工技術の確立による主力産業集中リスクの回避 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00126 有限会社ヤングドライ高岡 6230002012196 通常枠 クリーニング店が行うミネラルウォーター製造事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161U00131 株式会社山口技研 6230001007560 通常枠
半導体業界を対象とした自動化装置の一貫生産体制を構築し、装置メー

カーへの事業転換を図る
株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161U00137 伊勢領製作所株式会社 3230001012365 通常枠 ＰＤＣＡサイクルのもとでの「三次元測定加工品質評価システム」の構築 新湊信用金庫

中部 富山県 R2161U00141 株式会社能作 3230001011375 通常枠 中華圏進出に向けた旗艦店オープンと新商品開発事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00142 株式会社セリック 1230001010271 通常枠 洋上風力発電推進に貢献する自営線施工拡充に向けた体制構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00144 富山中央食品株式会社 4230001002142 通常枠
高付加価値食品開発と販路開拓にて実現する食の総合商社としての機能強

化
株式会社富山第一銀行

中部 富山県 R2161U00146 株式会社桝田酒造店 1230001002120 通常枠 「まちづくり」と「清酒製造・販売」を一体化した地域再生事業 株式会社北陸銀行
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中部 富山県 R2161U00149 有限会社民宿いけもり 8230002013168 通常枠 車いすの旅を楽しくする天然温泉宿のＵＤリノベーション事業 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00151 良久工業株式会社 7230001003501 通常枠 建築分野への革新的な溶射技術と生産工程導入による新分野展開 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 R2161U00154 株式会社セイアグリーシステム 8230001011255 通常枠
フードツーリズム需要を捉える自家製天然酵母サンド製品開発と非対面販

売チャネル構築
バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00155 中越鉄工株式会社 2230001008744 通常枠 低コスト化ニーズを捉えたオリジナル反転装置開発とその生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00156 株式会社海津屋 1230001011526 通常枠
氷見うどん高付加価値冷凍調理食品開発と非対面取引推進での販路開拓の

実行
氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00159 株式会社匠屋 6230001016132 通常枠
プライベートニーズを捉える高付加価値非接触型宿泊サービス提供体制の

構築
氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00162 株式会社未来工房 8230001006172 通常枠
三次元データ分析体制構築による高精度高生産性アルミ材切削加工技術の

確立
富山商工会議所

中部 富山県 R2161U00164 ＫＯＢＯ　Ｂｒｅｗｅｒｙ合同会社 7230003001148 通常枠 コロナ禍でのクラフトビール安定供給のための生産工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00165 株式会社氷見前寿し 8230001014480 通常枠 個客とのリレーション向上を中心とした飲食店運営プロセスのＩＴ化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 R2161U00173 株式会社北陸エンジニアプラスチツク 5230001012545 通常枠 環境配慮型３Ｄプリンタ用フィラメントの開発とその生産体制構築 新湊信用金庫

中部 富山県 R2161U00179 株式会社ＴＭ工房 6230001018624 通常枠 昆布尽くしで健康になる！美しくなる！昆布ハウス開設事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00180 嵯峨商事株式会社 3230001010071 通常枠 畳材料卸から自社新商品を活用しての畳小売業への事業転換 高岡信用金庫

中部 富山県 R2161U00181 株式会社中村機械 8230001011627 通常枠 ３Ｄモデリング検証と５軸制御加工による付加価値製造技術の確立 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 R2161U00182 株式会社ＴＹＲＡＮＮ 1230001006773 通常枠 人工皮膚まつげ講習をアナログ提供からｅラーニング提供に転換 竹村　謙一

中部 富山県 R2161U00183 株式会社米三 3230001000956 通常枠 リペア家具による複合型クリエイタースタジオ運営事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161U00184 中村印刷工業株式会社 3230001002358 通常枠
印刷業で培った品質と信頼。社員と力を合わせて２つの新分野に挑戦しま

す。
富山信用金庫

中部 富山県 R2161U00185 ハイドアウト 通常枠 利賀村のクロモジを使用したトニックウォーターの販売 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161U00191 株式会社ＴＥＤ 5230001014450 通常枠
富山名水と水素水活用の特殊コンテナＩＯＴシステムによる「きのこ栽培

事業」
田中　肇

中部 富山県 R2161U00195 株式会社河島建具 4230002009236 通常枠
「建具製造」から「総合木工工芸社」へシフト、富山県初！富山県伝統

（木）工芸の総合製造業として転換。専門性高い卸売業、小売
株式会社富山銀行

中部 石川県 R2171G00001 会宝産業株式会社 8220001001728 卒業枠 コンテナ単位で受発注できる中古自動車部品ＥＣの構築と海外展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00004 鈴信工機 通常枠 アウトドア製品向け木製グリップの請負製造及び自社開発、製造、販売 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00006 株式会社日本蓄電池 2220001023190 通常枠
リチウムイオン電池及びリチウムイオン電池使用機器の安全性検査受託事

業
税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171U00007 株式会社ＭＢＫ 2220001010131 通常枠 建設機械製造に対応した門形マシニングセンタ導入による新分野展開 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 R2171U00009 マルト株式会社 9220001012427 通常枠 健康食品市場新規参入事業計画 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00012 株式会社エムグリット 5220001013404 通常枠 一貫生産体制の構築による、繊維機械分野への大型展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 石川県 R2171U00017 アルム株式会社 4220001010666 通常枠 金属加工業界向け加工プログラミング完全自動化ＡＩソフトウェアの開発 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00020 株式会社丸一観光 1220001016261 通常枠 共同開発車両による少人数向け貸切ラグジュアリーバスの展開 のと共栄信用金庫



4 / 28 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【中部ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

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

2023年4月14日時点

中部 石川県 R2171U00022 梅本不動産 通常枠 先進的なコインパーキングの開発 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00023 株式会社金森合金 5220001001887 通常枠
創業１７１４年の伝統的砂型鋳造を観光資源とした地域のモノづくり拠点

の構築
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00024 株式会社クロダレース 1220001011915 通常枠
アウトドア需要の高まりに対応するレース製スポーツインナーの自社企画

製造
株式会社迅技術経営

中部 石川県 R2171U00026 株式会社明月堂 4220001013660 通常枠 工場限定・できたてスィーツ直売所＆イートイン開設 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 R2171U00029 株式会社フェニックスソリューション 5220001019665 通常枠 自動車タイヤに内蔵するＲＦＩＤタグの量産化による新分野展開 株式会社富山銀行

中部 石川県 R2171U00030 株式会社ホテルゆのくに 7220001013385 通常枠
コロナ禍の市場ニーズに適応した個人旅行向け和風レストランの新設によ

る業態転換
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00032 有限会社金沢商店 9220002013705 通常枠 ＲＰＦ固形燃料製造による廃プラスチックリサイクル事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00033 実川鉄工株式会社 3220001003299 通常枠 コロナ禍の人手不足に対応する産業用ロボット関連での再構築事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00036 有限会社大川鉄工所 6220002008963 通常枠 繊維機械部品量産から産業ロボット部品多品種少量生産体制再構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00044 株式会社奥田屋 5220001022231 通常枠 湯治文化を生かしたワ―ケーション利用施設の構築 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00045 株式会社スーパ・アロイ 3220001013975 通常枠 航空機部品から特殊ポンプ部品の製造への事業転換 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00046 三伸樹脂工業株式会社 4220001016028 通常枠 地域農産物のフリーズドライ製品を充填した新しい丸ボトル販売事業 株式会社迅技術経営

中部 石川県 R2171U00048 今村摩擦圧接工業株式会社 6220001017429 通常枠 電動建機部品軽量化に独自技術「摩擦圧接」「切削加工」で貢献 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00052 株式会社ホクビ 2220001000495 通常枠 海外発送代行サービス等提供システムの開発と運営拠点の構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00054 株式会社三洋製機 1220001013201 通常枠 航空機部品事業から次世代デジタル通信機器部品事業への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00060 株式会社勝泉建築板金工業 8220001017468 通常枠 新型曲板機導入による非住宅分野へ展開と生産性向上 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171U00061 株式会社Ｐｏｒｔ　Ｅｌｌｅｎ 5220001009922 通常枠 金沢の高級クラブがエステ進出！カリスマホステスが新市場を創出！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171U00066 株式会社コノミー 1011001130882 通常枠 ＡＩを活用したミールキット事業への参入 松本　圭介

中部 石川県 R2171U00067 株式会社番伊 5220001015482 通常枠 レンタルスペース事業へ展開、若者層顧客を獲得して事業承継へ のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00068 株式会社にしむら 3220001004925 通常枠 大型居酒屋から新スタイルの海鮮丼専門店への転換による事業再構築計画 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00070 株式会社金太 4220001002283 通常枠 建築卸から異業種向け筐体部品の提供を行うための競争力強化と収益改善 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00073 株式会社近江工業所 7220001018244 通常枠 自動車関連産業への依存脱却を目指した繊維機械産業への新事業展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00074 株式会社リサイクルマツモト 6220001007495 通常枠
二酸化炭素抑制（環境配慮型）に対応するため、産業廃棄物（木材）のリ

サイクル原料製造事業
株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00075 有限会社春木食堂 2220002014024 通常枠 イタリアン＆フレンチ料理人が作る、見栄えも旨い焼肉店への事業転換 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00076 株式会社桜井鉄工所 5220001003017 通常枠 ターニングセンター導入による建機部品から長尺微細加工への挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00077 株式会社岡村鉄工 1220001018217 通常枠 北陸三県のニッチトップ企業向け、レスポンスの良い高精度製品製造。 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00078 株式会社車多酒造 5220001009179 通常枠 機能性甘酒の製造販売ならびに発酵パークの開設による直売比率の向上 公益財団法人石川県産業創出支援機構
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中部 石川県 R2171U00079 米沢電商株式会社 3220001007440 通常枠 道路照明灯のＬＥＤ化事業という県内未実現事業への展開 税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171U00081 株式会社セントラル・コーポレーション 5220001011341 通常枠 排水配管内部の超高圧洗浄への取組 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00083 エキスパート・フラップ株式会社 5220001005731 通常枠 ハイブリッド（リアル＆デジタル）型学生職業紹介への新規参入事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00084 株式会社羽田 2220001012912 通常枠 ドローイング工程の内製化によるメッシュ等産業資材分野への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00091 株式会社前川自動車 2220001022713 通常枠 乗用車整備から大型トラックの架装＆整備事業に新規参入 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00093 株式会社梶製作所 5220001017371 通常枠 長尺加工技術を活かした高精度研削加工と品質安定システムの事業化 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00095 株式会社アセットリンク 8220001019381 通常枠 リモートワーク対応レンタルＳＯＨＯと巣ごもり対応トランクルーム事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00098 株式会社タガミ・イーエクス 1220001012681 通常枠 環境分野における世界先端設備ＯＥＭのためのシフト差別化戦略 ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 R2171U00101 株式会社中東 5220001012686 通常枠 不燃薬剤注入工場立ち上げによる不燃木質材総合メーカーへの事業再構築 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 石川県 R2171U00102 カジレーネ株式会社 1220001017375 通常枠
金属ワイヤー代替の革新素材であるフレキシブルカーボンワイヤーの事業

化
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00103 株式会社オリジナークロスジャカード 1220001014174 通常枠
ライフスタイルを織物の世界で表現する『ＢｔｏＣ』ビジネスモデルの構

築
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00105 株式会社寿商会 6220001002793 通常枠 ライブオフィスを用いたＩＴ・テレワーク導入コンサルティング事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00108 有限会社中谷肉店 9220002004282 通常枠 コロナ禍で拡大する調理時短ニーズに応えるスパイス＆ミート事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00109 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ 2220001020139 通常枠 仕事と学びと遊びが共存できるレンタルスペース事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00110 株式会社金澤ブルワリー 9220001020438 通常枠 地産地消による農産物を使用した清涼飲料水の製造流通の構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00112 前多工業株式会社 8220001006537 通常枠 防透性と風合いに優れた織物による中近東向けトーブ市場への参入 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00114 カジニット株式会社 8220001001777 通常枠 和紙糸複合糸の細繊度化による独自のサステナブル製品ブランドの創出 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00116 松矢精工株式会社 6220001009442 通常枠
ベント式成形機と仕上げロボット連動による全自動検査レス成形システム

の確立
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00117 株式会社中川鉄工所 5220001012257 通常枠 半導体製造装置用薄型・小型化ベッド製造による新市場開拓 はくさん信用金庫

中部 石川県 R2171U00118 株式会社旭ウエルテック 5220001008965 通常枠 需要拡大する半導体向けロボット部品をテレワークで製作するための計画 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00119 株式会社サンエー精機 2220001017556 通常枠 ＡＩ熱変位補正プログラムで実現する、高精度半導体装置パーツ製造事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00120 加賀工業株式会社 5220001013131 通常枠 超極細ガラス糸を高密度で織り上げる技術が切り拓く新分野新市場 金沢信用金庫

中部 石川県 R2171U00126 稲手鉄工株式会社 8220001013038 通常枠
医療・農業・運搬機器業界等向けパイプ三次元レーザー加工による新分野

展開
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00132 輪島キリモト 通常枠 リモートでお客様に接客できる拠点「デジタル店舗」の整備 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00134 株式会社山田屋 1220001017160 通常枠
エグゼクティブサロンおよびコワーキングラウンジ開発による地域に貢献

する宿づくり
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00143 株式会社西合繊 9220001014670 通常枠 移動販売車での手作りお弁当・お惣菜・北海道海産物販売業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00145 アイシーシーレミコン株式会社 8220001008946 通常枠 骨材プラントで発生する泥土水を利用した高性能埋戻材の開発、製造販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構
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中部 石川県 R2171U00147 協和道路株式会社 6220001002439 通常枠 道路舗装工事業者による橋りょう、高速道路の高性能防水工事業への進出 税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171U00148 株式会社アルカディア 3220001018479 通常枠 全国初、完全バリアフリー型貸切風呂のあるビジネスホテル 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00150 株式会社二水 6220001009310 通常枠 新規歯車開発による繊維産業から航空防衛産業への新分野展開事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00152 ホテル金沢株式会社 3220001007960 通常枠 再生医療関連施設によるホテル事業再構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 石川県 R2171U00156 株式会社柚餅子総本家中浦屋 8220001016593 通常枠 観光地の老舗和菓子店による嗜好品としてのチーズの製造販売 株式会社迅技術経営

中部 石川県 R2171U00160 株式会社ヨネモリ 4220001000205 通常枠
都市再開発、医療施設の大規模改修に対応する大型鉄骨の生産体制構築事

業
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00163 インプルーブマネジメント株式会社 3220001022225 通常枠
終末期のケアを主とした訪問看護サービスへの参入による地域を支えるコ

ミュニティの創設
税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171U00165 石川インペラ工業株式会社 2220001012854 通常枠 改良土の自社製造による埋め戻し材市場での新分野展開・競争力強化 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00166 鶏とまつば 通常枠 一片の地物ピザで能登島の魅力を全国へ発信する新規事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00169 有限会社喜多八 1220002010180 通常枠
地方から健康ブームを起こすヘルスケア型ワーケーションカフェ事業の実

施
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00171 株式会社イーストバイウエスト 1220001009612 通常枠
大型ライフスタイル新業態の開発によるグローバルＳＰＡとの差別化と新

顧客層獲得
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00172 株式会社Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｃｅ 2220001013984 通常枠 ＢＦＡ（戦場鍼）で医療機器の正規輸入代理店へ再構築事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 R2171U00179 有限会社松山鉄工 3220002017208 通常枠 ステンレス製製品の高精度一貫板金加工技術確立を通じた新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00188 オリエンタルブルーイング株式会社 7220001020885 通常枠 ビール製造技術を活かした地ウイスキー事業の展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00192 株式会社ＧＩＦＴ 9220002013655 通常枠 北海道物産の常設販売を通じ石川県の巣ごもり消費をより豊かに 税理士法人宮田会計

中部 石川県 R2171U00195 フィルドール 通常枠
フレンチシェフが提案する地域の食材を活用した唯一無二のチョコレート

販売
税理士法人北陸会計

中部 石川県 R2171U00200 とり工房株式会社 3220001017118 通常枠 無添加で安心安全な鶏の低温調理加工品の開発と直売所の創設 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00202 株式会社エフラボ 7220001016297 通常枠 ウレタンカット工場新設による製品の多様化と新マーケットの開拓 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171U00207 株式会社サトウ 4220001003059 通常枠
修理・二次架装分野進出によるトラック架装のトータルサポート体制の構

築
浅田　章大

中部 石川県 R2171U00208 フルタニランバー株式会社 6220001005730 通常枠
製品提供サイクル短縮化ニーズを捉えた高速乾燥システム開発とその販路

開拓の実行
バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 R2171U00213 株式会社紙本鉄工 1220001001908 通常枠 革新的手法によるウイルス除去機能搭載の新型空気清浄機の新規製造事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171U00214 倉庫精練株式会社 6220001003750 通常枠 新規デジタルプリント事業への取り組みによる業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00215 株式会社新家製作所 2220001013019 通常枠 小型金属加工からの加工サイズ拡大による新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171U00219 株式会社百楽荘 1220001016674 通常枠
奥能登に若年層誘客を目的とした日本百景のＳＮＳ映えスポットカフェ計

画
株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171U00227 株式会社大同製作所 4220001003876 通常枠 既存のチャネルの有効活用による新顧客開拓 金沢信用金庫

中部 石川県 R2171U00243 株式会社森山鉄工 8220001013450 通常枠 おうち時間を有意義に過ごすための新製品開発事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 岐阜県 R2211U00001 株式会社ＭＡＮＰＯＷ　ＦＯＯＤＳ　ＳＥＲＶＩＣＥ 4200001025476 通常枠 飛騨高山発、日本一の付加価値を創る食肉加工メーカーへ！！ 株式会社十六銀行
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中部 岐阜県 R2211U00003 株式会社Ｔｒｉ－ｗｉｎ 1200001024877 通常枠 海外向け「観光ガイド動画」のオンライン有料配信システム開発事業 高山商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00005 有限会社藤井製作所 4200002023537 通常枠
プレス金型分野から５Ｇ基地局等の新製品を新規取引先向けに製造、販売

を進める新分野展開
岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00006 有限会社飛騨路 6200002026604 通常枠 ワーケーションに対応した宿泊施設への業態転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00009 中部電気工業株式会社 2200001003319 通常枠 同業他社を顧客に！　業界特化型仮設資材リース・販売事業への挑戦 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 R2211U00011 トーカイサポート株式会社 2200001015306 通常枠 自社の強みを活かした工法転換で第３の柱を構築する 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211U00013 東栄製紙工業株式会社 5200001023751 通常枠 業界初！古紙１００％原料の包装用紙開発による新規市場開拓 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00015 株式会社イチハシ金属工芸 5200001013216 通常枠 新たな機械導入による生産性向上と新分野参入による事業領域の拡大 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00017 長屋工業株式会社 6200001020046 通常枠
新型コロナウィルスで逼迫する医療に対して人工呼吸器バルブを提供する

新規事業
岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00019 株式会社伊藤プレス型製作所 5200001000370 通常枠 金型設計製造技術を活かした製造終了モデル補給部品市場への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00024 有限会社織想 2200002024529 通常枠 家族葬ホール織想　建設計画 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 R2211U00029 株式会社シラカワ 2200001024884 通常枠 飛騨の家具製造技術を結集して常識を覆す曲線シルエット仏壇投入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00030 有限会社ＦＩＲＳＴＭＡＣＨＩＮＩＮＧ 9200002011941 通常枠 生産性向上が出来る切削加工エンジニア育成と生産ライン立ち上げ事業 嶋崎　吉弘

中部 岐阜県 R2211U00031 株式会社エイワ 2200001014753 通常枠 金属長物加工技術を活かし建設業界から物流・半導体業界への新分野展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00034 丸武木材株式会社 2200001019595 通常枠 地域の良質な木材を海外へ！小規模建築会社が挑む建築資材海外輸出事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00036 株式会社インテラ 5200001020492 通常枠 給食センターにおけるロボット化による職場環境改善 牧口　晴一

中部 岐阜県 R2211U00037 有限会社基信 3200002013489 通常枠 住宅基礎施工に使用するコンクリート成型品の製造と販売 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00040 株式会社佐藤製作所 5200001007119 通常枠
ファイバーレーザー等を活用した生産体制構築による医療機器分野への進

出
株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00042 株式会社ドゥメンテックス 8200001026941 通常枠 地場産米を用いた長期保存可能な防災用米飯加工品製造および販売事業 橋本　武彦

中部 岐阜県 R2211U00043 ヒロミトーヨー住器有限会社 2200002017243 通常枠 施工技術開発及び技術の標準化による地域の防災・減災リフォーム事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 R2211U00047 株式会社グリーンガーデン 9200001026511 通常枠 「忙しい現代人の帰る場所」ワーケーションヴィレッジ新設計画 荒川　紳示

中部 岐阜県 R2211U00050 有限会社南共プロセス 1200002022450 通常枠 新市場進出のための革新的外壁タイルの開発と量産体制の構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00053 有限会社鬼頭精密工業 7200002006398 通常枠 自動車用部品の切削加工技術を高級自転車部品へ転用する取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 R2211U00055 カワボウテキスチャード株式会社 1200001006990 通常枠 日本初、高意匠加工糸を用いた高付加価値織物生地の製造・販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00061 株式会社ジオサービス 3200002002145 通常枠
道路の陥没事故を未然に防ぐ！　３次元地中レーダー探査車等を用いた路

面下空洞調査への参入
株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00064 ディスポート株式会社 2200001029784 通常枠 社会人向けクリエイティブ専門スクールの開校・運営 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00071 株式会社ドゥ・カリテ 2200001027045 通常枠 地域住民にパンを新たに製造小売し同時に菓子小売に進出し業種転換 各務原商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00073 株式会社ハイテム 3200001007673 通常枠 次世代型採卵養鶏場総合システムの開発による新規市場への展開 各務原商工会議所
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中部 岐阜県 R2211U00075 株式会社エヌケイスチール 8200001028426 通常枠
一般建築用鉄筋加工・販売組立からリニア工事用鉄筋加工・販売への新分

野展開
岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00078 日本印刷株式会社 2200001010216 通常枠 抗菌オリジナル印刷物の付加価値提案による市場開拓と売上拡大計画 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00083 株式会社エルフラット 1200001012774 通常枠 ＨＡＣＣＰ対応設備導入による洋菓子の内製化と販路拡大 税理士法人タスクマネジメント

中部 岐阜県 R2211U00087 ＪＡＰＡＮ　ＴＥＳＴＩＮＧ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＩＥＳ株式会社 7200001034490 通常枠 ものづくりの評価技術者を育成する教育サービス 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 R2211U00093 中部電気サービス株式会社 5200001020807 通常枠 電気工事業からプレス機トータルソリューションカンパニーへの大転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00098 株式会社ビストロノミー 4200001009487 通常枠 飲食業から酒類製造販売業への再構築計画「外食需要から家庭需要へ」 安部　正明

中部 岐阜県 R2211U00103 有限会社ホームショップつげ 9200002020645 通常枠 脱炭素社会を目指す！メンテナンス技術を活かした連動循環型販売事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 R2211U00104 豊実精工株式会社 4200001017275 通常枠
環境負荷物質を使用しない革新的な金属表面処理技術の生産ラインを構築

し市場展開を図る。
公益財団法人ふくい産業支援センター

中部 岐阜県 R2211U00107 吉村工業株式会社 9200001018293 通常枠 国内でのフォローアップ体制強化による海外工場での独自取引の展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00109 佐竹鉄工株式会社 5200001014998 通常枠 マルチタスクマシン導入による半導体業界への新規進出 村田　明優

中部 岐阜県 R2211U00111 株式会社理想精密 6200001014469 通常枠 半導体製造装置分野における単品加工から量産加工への業態転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00117 株式会社北栄工事 3200001026517 通常枠 水循環型排水処理技術をコア技術とした水環境への貢献事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00119 太陽電機工業株式会社 6200001010030 通常枠
グリーン成長戦略の洋上風力発電所向け特別高圧配電盤製造による事業再

構築
税理士法人大樹

中部 岐阜県 R2211U00122 ＳＯＵ株式会社 1200001035354 通常枠 子どもたちに学びの場を提供するブックカフェの設立 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00124 クリアライト工業株式会社 2200001019769 通常枠 特殊臭化リチウム溶液の再生事業 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00126 三井工業株式会社 5180001020999 通常枠
建設用金属加工事業から、半導体製造装置用金属板加工事業への新分野展

開戦略
大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00129 有限会社日本ペット販売 8200002013006 通常枠 街の中小ペット関連ビジネスの今後の在り方を求めて 大垣商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00130 株式会社ＴＣｈｉｃ 8200001030976 通常枠 施釉搬送ライン構築による大型床タイルのオーダーメイド生産体制の確立 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00131 奥村電気工事株式会社 5200001021227 通常枠 事業転換を実現するために必要な「ＩＣＴＣ施設」開発計画 土岐商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00133 丸山木材工業株式会社 4200001023554 通常枠 中津川市の「木」を感じられる癒し空間の提供 株式会社ライトアップ

中部 岐阜県 R2211U00137 東濃建設有限会社 9200002024217 通常枠 古民家風宿泊施設を備えたオーベルジュ運営による事業再構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00138 株式会社ユニティー 8200001032733 通常枠 オランダ式フェンロー温室によるイチゴの栽培、販売、イチゴ狩り体験 税理士法人大樹

中部 岐阜県 R2211U00139 株式会社えん卓 8200001009525 通常枠 技術とあり方を学びカッコイイ寿司職人を育成！鮨ＬＡＢーカレッジ開校 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00147 有限会社丸吉木村屋 4200002025995 通常枠 自社製造の土産品で日本人観光客の消費ニーズに沿った販売展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00149 桃庵 通常枠 中華料理店の強みを活かした食品製造分野への進出事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00150 有限会社お多福 3200002027753 通常枠
本場仕込みのナポリピッツァを冷凍商品化し、卸売やネット販売で新市場

へ展開する
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211U00152 株式会社下呂観光ホテル 1200001025941 通常枠
旅館事業と相乗効果のある新事業（キャンプ・コワーキングオフィス）立

ち上げ計画
山田コンサルティンググループ株式会社
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中部 岐阜県 R2211U00153 株式会社藤岡木工所 7200002006563 通常枠
新素材リッチライトを使った新製品開発による新分野エクステリアへの展

開
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00154 有限会社ひなたぼっこ　さと 9200002021164 通常枠 高齢者の命を守る心に寄り添った介護サービス提供体制の確立 井上大輔

中部 岐阜県 R2211U00155 千古乃岩酒造株式会社 9200001021396 通常枠 地酒酒蔵のヘルスケア事業分野への展開事業 土岐商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00157 株式会社リンシュンドウ 6200001005823 通常枠 レーザー加工機のシェアリングエコノミー型体験工房への業態転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00159 株式会社Ｈ．Ｓ　ＢＲＩＤＧＥ 2200001029652 通常枠
クリニック向けＷＥＢサービス、海外ＯＥＭ取引企業の動画配信スタジオ

事業への進出によるＶ字回復戦略
株式会社エモーサル

中部 岐阜県 R2211U00161 株式会社ケイサービス 8200001016075 通常枠 谷汲温泉の経営資源を活用した温泉付きグランピングヴィラの開発 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 R2211U00169 株式会社ＡＣＳ 6200001025664 通常枠 離島におけるＨＡＣＣＰ対応の工場新設と６次産業化の再構築 高山信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00172 有限会社笹本設備 3200002009009 通常枠 重度の障がい児を対象とした包括的デイサービス事業 堀　佳一

中部 岐阜県 R2211U00175 株式会社エノモト農材 7200001015978 通常枠 測量・土木関連を軸としたＵＡＶ（無人航空機）事業の構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00176 株式会社ライフプラン 4200001027175 通常枠 障がい者グループホームの運営 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 R2211U00183 高山酒類卸株式会社 4200001024973 通常枠 酒類業者に対し酒類食品に特化した倉庫業・配送業を提供する事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中部 岐阜県 R2211U00184 有限会社東海バイオ 3200002023892 通常枠 刈草等を利用した国産飼料および燃料の製造による新分野展開 恵那商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00185 株式会社山田精機 3200001008259 通常枠
ＩｏＴ技術を活用した設計工程から一貫した加工・組立ラインづくり（事

業転換）
小倉　裕樹

中部 岐阜県 R2211U00192 株式会社お茶の玉露園 4200001000891 通常枠 業務用の低単価なお茶市場から、個人客の健康食品等の高付加価値市場へ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00195 余語匣鉢株式会社 9200001022097 通常枠 製造工程で発生する廃棄物を活用した環境ビジネスへの新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00197 株式会社吉川組 2200001021147 通常枠
生活を彩る空間の実現。コンテナハウス“ワンダーキューブ”事業で請負ビ

ジネスから提案型ビジネスへの進出
東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00200 株式会社曽我木材工業 8200001023724 通常枠 全自動ロボットラッピング機導入による新分野への参入を図る 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 R2211U00202 美濃窯業株式会社 5200001021920 通常枠 電子部品ニーズに対応した焼成用セッター（薄肉大形状）への参入 公益財団法人中部科学技術センター

中部 岐阜県 R2211U00204 株式会社山口製作所 3200001006691 通常枠 新工場において新たな製造方法を取り入れた新たな事業を構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00206 有限会社粟倉金型製作所 5200002018420 通常枠 最新のマシニングセンタ導入によるロボット産業への進出 小倉　裕樹

中部 岐阜県 R2211U00207 葵工機株式会社 3200001017524 通常枠 日本での発電機器の量産体制を強化し脱炭素社会に貢献する事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00209 まるもと 通常枠 Ｗｉｔｈコロナ時代に対応した、テイクアウトメインの店を開業。 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00216 榎本ビーエー株式会社 2200001006874 通常枠 半導体関連部品製造進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 R2211U00220 株式会社大野ナイフ製作所 3200001019000 通常枠 手法と成果の「見える化」による中小事業者のＩｏＴ活用促進事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00229 スポルターズ 通常枠 移動型出張トレーニング 市ノ澤　翔

中部 岐阜県 R2211U00235 株式会社飯田建設 6200001020475 通常枠 地域コミュニティと豊かに生きる　障がい者グループホーム平和の郷 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00241 丸永建設株式会社 2200001005091 通常枠 地域密着型木造建設企業の英会話教室事業への進出による事業再構築戦略 株式会社エモーサル
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中部 岐阜県 R2211U00243 株式会社モリイ 3200001005487 通常枠 車載用電池・半導体生産設備製造に伴うクリーンルーム工場建設 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00246 鷹の湯 通常枠 高山市内、残る銭湯は２軒。存続のために始める新たなサービス 高山商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00250 ＧＳコンサルティング株式会社 4200001028719 通常枠 岐阜市初機材を取り入れた非対面・非接触セルフエステへの業種転換 株式会社ピースマネジメント

中部 岐阜県 R2211U00254 寅家 通常枠
下呂温泉には無かった新たな貸切露天風呂サービスによる宿のグレード向

上事業
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00255 株式会社ナベヤ 6200001008553 通常枠
新たな加工設備、試験設備導入による新規商品製造と新規試験サービスを

開始
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211U00261 株式会社河地鉄工 6200001022942 通常枠 新分野である水処理工事への進出による地域への貢献と売上拡大。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00262 株式会社杉口プレス工業所 8200001015135 通常枠 曲げ加工の技術力を活かし畜産設備の製造で新市場へ販路拡大を目指す 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00263 穂積建設株式会社 5200001026523 通常枠 温室効果ガス排出ゼロを目指す森林廃棄物資源のエネルギー利用 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00264 株式会社鵜舞屋 7200001000534 通常枠 佃煮メーカーの缶詰事業参入による、新商品開発及び新市場開拓事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 R2211U00266 株式会社飛騨の森 8200001033211 通常枠 中山間地の森林資源を活かした新たな生産性向上モデル事業 小山　武仁

中部 岐阜県 R2211U00271 株式会社シモダ道路 1200001025280 通常枠
駐車場専門設計事務所開設による、設計～施工～維持管理の包括業務へシ

フト
丸山　学

中部 岐阜県 R2211U00274 株式会社アルナックス 5200001024205 通常枠 ソーラシェアリングと無人栽培によるブル－ベリーの観光農園事業 恵那商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00276 株式会社ダイワ 9200001007908 通常枠
精密塗装の実施による建設業界から物流・医療業界への販路拡大に向けた

業態転換事業計画
東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00282 有限会社ライン工業 4200002020897 通常枠
今までにない斬新なデザイン、大開口の木造建築物を活用した新市場の開

拓
東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00283 中村精工株式会社 6200001029095 通常枠 「物」から「事」を実現する企画・提案型の射出成形事業の構築 アイアンドアイ株式会社

中部 岐阜県 R2211U00284 合同会社創美社 2200003003671 通常枠 お客様への対応・提案力を活かし施工から木製品の加工販売へ事業転換 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 R2211U00288 株式会社豊成精工 4200001014231 通常枠 【不退転の決意！】感染症で失った損失を新たな事業で取り戻す！ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211U00292 株式会社ひ・ら・た・やクリーニング 8200001015886 通常枠
地域性のあるコインランドリーとクリーニングの併設店舗への進出と少数

店舗で高績のノウハウと二代目事業承継のコンサルティン
株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

中部 岐阜県 R2211U00293 株式会社飛騨の森でクマは踊る 9200001031726 通常枠 家具製造業から木材販売業への展開のための「森の端」拠点化事業 飛驒信用組合

中部 岐阜県 R2211U00294 ｎｅｗ　ｃｏｍｏｒｉ株式会社 6200001036001 通常枠 苺の加工設備・製造小売店の投資による６次産業化の実現 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 R2211U00299 有限会社カネ芳製陶所 7200002021117 通常枠 吸水性・デザイン・発色に富んだ多孔質焼物の新分野展開事業 土岐商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00303 有限会社海津化学ゴム 7200002014797 通常枠 該非判定基準の厳格化をチャンスに！国内処理し海外輸出し、売上拡大！ 馬渕　智幸

中部 岐阜県 R2211U00304 有限会社ひぐち 3200002008101 通常枠 Ｃａｆｅと物販（焼き菓子）の二刀流で戦うための事業再構築事業 各務原商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00308 丸河商事株式会社 2200001024059 通常枠 大都市高層建築分野への進出 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 R2211U00317 株式会社ハウテック 8200001025869 通常枠 特需物件拡販のためのⅤカット建具生産設備導入 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211U00319 有限会社角野製作所 7200002023765 通常枠
航空機部品加工技術を活用した医療機器開発製品の事業化に伴う生産施設

及び生産設備の強化
株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 R2211U00320 ライト 通常枠 コロナ時代の変化対応のためメンテナンス事業実施による目指せ新成長 岐阜県商工会連合会
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中部 岐阜県 R2211U00322 株式会社ネクスト名和 1200001003947 通常枠 ＩＴ技術を活用した高付加価値な中古住宅流通・販売サポート事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00323 株式会社ジイプリモ 1200001012502 通常枠 医療機器・器具製造業への展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211U00328 株式会社明林 8200001007586 通常枠 バナナ子株の培養設備の整備 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211U00341 白川郷ゲストハウスＫＥＩ 通常枠 新しい旅行機会の創出に向けたワーケーション事業等への事業転換 飛驒信用組合

中部 岐阜県 R2211U00344 株式会社シマダ 2200001024868 通常枠 新規就農者向けサブスクリプション型農機具レンタル事業 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 R2231G00001 株式会社ｇｅｎｅ 5180003009198 卒業枠
医療・介護専門職（看護師・介護福祉士）に対する動画配信サービスの提

供
虫鹿　真司

中部 愛知県 R2231G00002 株式会社ヘルスケアシステムズ 5180001070417 卒業枠 郵送検査データによる企業と個人の行動を最適化する情報提供サービス 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00002 株式会社ファーストシステム 7180001060779 通常枠 コスト・施工性・環境性・視認性に優れた看板用ＬＥＤ証明の製造・販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00003 株式会社栄大製作所 5180001069277 通常枠
省人・精密加工技術の確立とデザイナーとの協業による、ガラス一体型高

意匠性金属パネルの開発と市場化
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00009 有限会社佐藤木型製作所 4180002081868 通常枠 風力発電機ブレード型の製造及び成型事業 田中雅之

中部 愛知県 R2231U00014 株式会社コーワメタル 3180001054371 通常枠 地域活性化を目指すペット複合サービスの提供による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 愛知県 R2231U00017 株式会社マルツネ 5180301014908 通常枠 世界最長賞味期限となる玉子豆腐の開発による、アジア諸国への輸出参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00018 鈴信工業所 通常枠 切削加工技術の高度化で測定治具製造から自動車部品製造業界へ参入 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00023 合資会社丸三製作所 5180003002062 通常枠 大型マシニングセンター導入による大型樹脂成形品加工市場への参入 土岡　信祐

中部 愛知県 R2231U00027 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 通常枠 自動車部品で培った技術を用いた独自の建築資材の商品化と販売 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U00030 有限会社荒木製作所 1180002010672 通常枠 難切削加工技術を活かした洋上風力設備向け新製品製造への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231U00033 株式会社ＮｅｘｔＤｏｏｒ 5180001109388 通常枠 「ＨＯＭＥ」事業への新規参入 西岡　諒

中部 愛知県 R2231U00036 株式会社テスミック 5180001044684 通常枠
ＩｏＴ家電市場へ進出！Ｗｉ－ｆｉアダプターメーカーへの転換による事

業再構築
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00037 株式会社天野研磨工業所 4180001069253 通常枠 超精密平面研削盤の導入による、モーターコア金型研磨への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00038 株式会社作石製作所 2180001074131 通常枠 医療機器金型へ新分野展開するための加工技術刷新事業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 R2231U00039 株式会社ツーリストトップワールド 3180001091274 通常枠 障害者のある人が共同生活行う小規模の住居 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231U00041 アツタ起業株式会社 7180001021459 通常枠 独自技術と先端ダイカスト設備で農機・船舶部品市場に新規進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00043 株式会社ＧＥＮＧＥ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 4180002060418 通常枠 デリバリー・非接触型フードコート事業 久野　裕史

中部 愛知県 R2231U00044 株式会社シック 7180001006559 通常枠
自動車部品金型メーカーから、カーボンフリーのアンモニア火力発電所向

け製品製造への業態転換
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00046 株式会社不二興産 5180001072132 通常枠
ｅＫＹＣ認証（電子的本人確認）を利用した不動産小口化商品の非対面式

販売
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00047 株式会社宮地テック 4180301016145 通常枠 製造事業者向け無人化システム開発 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U00050 株式会社建和 1180301012857 通常枠
金型を「使う側」から「供給する側」への転換による自動車部品量産依存

からの脱却
岡崎信用金庫



12 / 28 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【中部ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

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

2023年4月14日時点

中部 愛知県 R2231U00051 落合ライト化学株式会社 2180001094220 通常枠 自動車部品と自社オリジナル工業製品の生産ラインの整備による事業転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00054 株式会社オチアイネクサス 7180301000435 通常枠
重機足回部品締付装置の製造技術確立による建設重機製造装置市場への参

入
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00055 株式会社東真機電 2180301031798 通常枠 教育設備を導入した機械・ロボットプログラミング事業 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 R2231U00056 株式会社ＭＡＴ 5180001044420 通常枠 遊休地と自社景観舗装商品を活用したレンタルキッチンスタジオ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231U00061 株式会社レーザーアール 5180301021904 通常枠 成形材への次世代加工法を用いてのコスト低減と工程削減への挑戦 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00064 後藤コンクリート工業株式会社 2180301009836 通常枠 ワイン発酵・貯蔵用コンクリートタンクの開発製造販売事業計画 長田　徹也

中部 愛知県 R2231U00065 フランス料理サンク 通常枠
ミシュランで認められた商品力を生かしブリオシュの開発へ。販路拡大を

目指す事業
廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231U00068 株式会社ｃｏｍｍｏｎ　ｅｎｔｒｙ 5180001115493 通常枠
保護者を支援するコミュニティスペースがあり子供を一時的に預けられる

カフェ事業
ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 愛知県 R2231U00069 有限会社コンパス 3180002060261 通常枠 柔整レセコン訪問販売からクラウドサービス提供事業への業態転換 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00072 丹羽ハウジング株式会社 8180001128682 通常枠
モデルハウスで良質な工法・建築技術を訴求し「脱！下請け」の新分野展

開
愛知信用金庫

中部 愛知県 R2231U00074 太陽電化工業株式会社 1180001010475 通常枠 軽量化に寄与する難素材への機能めっき用先端設備導入 上島　一丈

中部 愛知県 R2231U00076 株式会社Ｃ・Ｃ・Ａ・Ａ 5180001108274 通常枠
歯科技工業界のデジタル化分野に挑む！歯科医院と歯科技工所を結ぶト

レーサビリティ構築事業
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00077 弘和工業株式会社 3180001025364 通常枠 最新工作機械を導入し難素材研磨加工により医療業界に進出する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00079 株式会社ペイントサービス 1180001088025 通常枠 有害物質含有塗膜除去の安全・効率的で持続可能な湿式剥離事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00081 近藤ステンレス株式会社 2180001069313 通常枠
長尺ＳＵＳ材の高精度曲げの実現による、医療機器産業・食品産業への参

入
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00082 ジャパントラスティ株式会社 5180001050187 通常枠 抄造技術の技術移転を受け繊維強化樹脂製品の製造開始 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 R2231U00083 株式会社三琇ファインツール 6180301015764 通常枠 世界最高水準の微細形状金型開発によるパーソナルケア業界への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00086 株式会社ダールフルット 2180001091457 通常枠 コロナ禍の中で人を明るくするスペシャリティ珈琲専門店への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 R2231U00090 ジャパン企画株式会社 6180301023775 通常枠 ＶＲ内見と無人店舗体制の構築と引越しワンストップサービスの提供 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231U00092 三陽株式会社 6180001036136 通常枠 着物や帯の撮影・保管サービス 村田　明優

中部 愛知県 R2231U00095 ハラタ工業有限会社 1180302013821 通常枠 大型鋳造ラインの製造内製化と自社ブランドの冷却装置の開発・販売事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00096 株式会社スマイルワーク 2180301027805 通常枠 同人誌イベント　便利サービス　：サービス名称「コミックキャリー」 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00100 合資会社斉木研磨工業所 9180003011233 通常枠 高速ＣＮＣ旋盤・マシニングセンタ導入による半導体分野への挑戦 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231U00101 株式会社呑龍マリン 9180301010382 通常枠 クラウド・ＡＩを用いた新福利厚生サービスへの業態転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00102 愛知溶業株式会社 7180002080058 通常枠 自動車部品製造業がコロナ過で需要高まるプラモデル産業進出事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00105 光栄運輸株式会社 6180301012209 通常枠 心のケアを目指す介護タクシーの導入で介護医療新分野への展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00106 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722 通常枠
プレス周辺機器メンテナンス業から産業用ロボット部品製造への新分野展

開
碧海信用金庫
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中部 愛知県 R2231U00107 株式会社コメットカトウ 7180001019453 通常枠 パンチ・ファイバーレーザ複合機の導入による生産性向上及び新製品開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00109 八進タクシー株式会社 3180001026767 通常枠 本社屋を活用した２４時間フィットネスジム開業計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00110 三栄工商株式会社 2180001075930 通常枠
表面処理業界の技術革新！めっき卸売業から「一社完結の設備設置工事

業」への転換
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00112 有限会社甲斐製作所 4180002027400 通常枠
溶接加工分野から切削加工分野へ乗り出し産業用ロボット向け新製品を生

産する新分野展開
愛知信用金庫

中部 愛知県 R2231U00113 合資会社ホーハン製陶所 2180303002285 通常枠 環境配慮型のペット向け骨壺の新規開発 樋口　将典

中部 愛知県 R2231U00115 株式会社あすか工務店 4180001112145 通常枠 総合リフォーム企業を目指す水回り工事新事業参入プロジェクト 杉原　誠

中部 愛知県 R2231U00116 ＨＡＲＶＥＹ株式会社 1180001123913 通常枠
官公庁・自治体専門の人材派遣サービス「官公庁派遣．ｃｏｍ」を活用し

た労働者派遣事業の開始
石井　伸暁

中部 愛知県 R2231U00118 株式会社愛工製作所 3180001053076 通常枠
ロボットミキシングシステム周辺機開発およびスクリュー羽根販売への新

規参入
株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00119 新興窯業株式会社 5180001079549 通常枠 培った窯業技術を活用した次世代ヒートシンクの量産開発プロジェクト 若原　芳治

中部 愛知県 R2231U00120 株式会社カネパック 8180001118023 通常枠 紙器製造機の新規導入及び工場新設による通販用紙器需要の新規獲得 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 R2231U00121 中日クラフト株式会社 6180001074466 通常枠 受託加工から脱却し自社製レーザ装置の製造販売で新市場開拓する かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U00123 有限会社キットカッター 6180002091056 通常枠 駐車場の安全性を高める耐熱リングと道路反射鋲の開発 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231U00124 株式会社タケパーツファクトリー 4180301009685 通常枠
町工場の「知」でつくる未来ビジネス！難削材・新素材に対する加工プロ

グラムＬａｂ・ＢＡＳＥ
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00125 ｃｏｂａｃｏ　ｎｅ　ｃｏｂａｃｏ 通常枠
田園カフェの優位性を活用した「映えるコインランドリー」による新事業

展開
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00126 株式会社ウエダエンジニアリング 6180301032834 通常枠 リバースエンジニアリング技術を利用した金型再生事業への新規参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00127 ミズホエレシス株式会社 8180001081337 通常枠 株式交換と組立工場の建設で自動車産業へワンストップＦＡを提案 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U00131 永和建設株式会社 6180301017190 通常枠 デジタル技術を活用した非接触型の大型建設資材買取事業計画 株式会社森田経営

中部 愛知県 R2231U00132 株式会社リレーション・ワークス 8180001128328 通常枠 ＡＩを利用して物流革命を起こす！ 下園　大地

中部 愛知県 R2231U00134 株式会社柳風水野商店 9180001005856 通常枠 世界初のハラル認証インスタント茶の開発と東南アジア向け輸出 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00136 有限会社チリュー特機 8180302025942 通常枠 オーダーメイドのシム板生産による機械装置用部品事業への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00137 有限会社フラットアップ 7180002071040 通常枠 中古不動産物件の買取・リノベーション・再販事業への新規参入 東濃信用金庫

中部 愛知県 R2231U00149 有限会社岡杉巧作所 2180302000653 通常枠 ゴム砥石を使った独自の新製品を開発し、海外市場への展開を行う 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00150 エムエスケー株式会社 3180301000455 通常枠
横型５軸機を用いた量産品加工向け製造方法への変更による半導体製造装

置市場への参入計画
税理士法人森田経営

中部 愛知県 R2231U00151 株式会社ふる里 1180001032544 通常枠 町中華の名店と提携し、喫茶店から中華料理店への事業転換計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00156 有限会社市来機械 5180002091924 通常枠
大型プレス加工機械向けオシレーティング装置を開発し、車載用リチウム

イオン電池製造分野へ参入。
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00161 株式会社晃伸製機 9180001098264 通常枠 堆肥と化成肥料の混合肥料製造プラントの開発と販売 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00163 株式会社繁昌 2180001080039 通常枠 逆風の飲食店に新たなビジネスモデルを構築し、飲食店復興を目指す事業 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 R2231U00166 アスカ株式会社 1180301013673 通常枠 電気自動車のバッテリーケース製造による電機部品分野への進出 株式会社三重銀行

中部 愛知県 R2231U00169 三重鋼材株式会社 7180001022878 通常枠 自社オリジナル工業廃水用タンク製造・販売事業への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 R2231U00170 株式会社松浦紙器製作所 6180001081149 通常枠
新製品「飛び出すフォトアルバム『ｎａｎ－ｄｏ－ｍｉ』」での米国市場

進出
愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U00171 株式会社Ｏｎｅ－ＮＥＴ 4180001056986 通常枠 新たな挑戦！大型重機工事参入と特殊重機でＳＤＧｓ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00174 加茂精工株式会社 7180301019847 通常枠
ボール減速機からトロコイド減速機へのシフトによる産業用ロボット市場

への参入
瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231U00175 株式会社エフラット 8180002012415 通常枠 鰻のＦＣ加盟及びお総菜・弁当販売専用店舗に向けた新分野展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 R2231U00177 株式会社うお茂 3180302024008 通常枠 ダブルネーム業態飲食店で再構築！デリバリー需要もガッチリ！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U00182 株式会社双葉 5180001013342 通常枠 舗装工事業の経験と顧客台帳を活かし北欧庭園の造園業に事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00185 株式会社永光製作所 7180301021142 通常枠 ポストコロナに向けた移載機の生産体制を整え事業再構築をめざす計画 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 R2231U00197 ウニデザイン 通常枠 ３日間かけて作る美容室のおにぎり！美髪、美肌への完全栄養食。 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231U00202 株式会社中工 2180001084535 通常枠 デジタル技術を活用した最先端設備導入による製造革新と受注拡大 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231U00204 株式会社レッティ 2180001052855 通常枠 企業向けから医療向けアプリケーションに進出する事業再構築 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231U00206 民宿あじ浜 通常枠
３世代の子連れ家族に向けた、島体験が満喫できるファミリーワーケー

ション
知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00208 宇都宮工業株式会社 3180301009991 通常枠
「クレーム発生率ＮＯ．１　入居者間の騒音トラブル」の改善・住宅の生

活音減衰金物の開発
蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00209 株式会社アール 8180001066528 通常枠 通販業で培ったノウハウを活用した倉庫業で実現させる事業再構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U00210 有限会社カネカ神田 2180302026789 通常枠 自社水産加工品を核としたスイミー戦略による地域未来牽引事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00211 株式会社鳥重商店 2180001005524 通常枠 中食市場への進出と事業組織再編 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00212 株式会社三光セラミック 9180001078860 通常枠
高純度セラミックスへの対応を実現する新たな生産体制確立による半導体

分野への展開
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00215 株式会社名真製作所 2180001021083 通常枠 ５軸マシニングセンタを使った産業用ロボット部品量産化事業 愛知信用金庫

中部 愛知県 R2231U00233 有限会社玉三グローバル 3180002004664 通常枠 飲食業の業態転換による多目的で多機能な都市型コミュニティ事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00234 株式会社エヌ・クラフト 8180301003908 通常枠
市場の変化に対応する為、独自の産業廃棄物自動選別システムを応用し、

農業ロボット分野に挑戦する
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00238 株式会社ＥｎｊｏｙＳｙｓｔｅｍ 1180301011710 通常枠 地域ＩＣＴ推進事業 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 R2231U00243 株式会社森鉄工所 8180001015740 通常枠 ステンレス製配管キャップ製造から滅菌医療用カート製造への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00244 有限会社オーディーエー 7180002055803 通常枠 デリバリー専門飲食業向けクラウド（シェア）キッチン事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U00246 株式会社磯村製作所 2180001024730 通常枠 航空機部品製造から、次世代型発電所向けタービン部品への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00247 有限会社三浦製作所 6180302003925 通常枠 高精度加工設備導入によるは医療機器業界への進出 土岡　信祐

中部 愛知県 R2231U00253 株式会社岡田鉄工所 8180301000665 通常枠 大型ＣＮＣ立型複合旋盤の導入による新規分野の大型部品加工の実現 岡崎商工会議所
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中部 愛知県 R2231U00255 株式会社小﨑製作所 3180001085771 通常枠 コロナ禍耐性のある大型精密機械加工分野へ進出する事業転換計画 税理士法人牧野会計事務所

中部 愛知県 R2231U00258 有限会社マイプロジェクト 6180002049888 通常枠 【キッチン×レストラン×ワーク】シェア事業による再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00259 販売促進部株式会社 2180001046964 通常枠
「地域小売店の広告をＤＸ化する」コミュニケーションメディア構築と運

営
株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00260 株式会社光製作所 1180301013252 通常枠 国際特許申請中の新製品「建機油圧用アダプタユニット」生産開始 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00261 東名技研株式会社 3180001076184 通常枠 新たな収益確保のため高速鉄道車両用の新型台車部品への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 R2231U00268 ＬＥＣ　ＨＡＰＰＩＮＥＳＳ株式会社 7180002012688 通常枠 飲食店の強みを活かした漢方薬食品の通販事業ビジネスモデルの構築 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00269 株式会社マエヤマフーズ 4180001096636 通常枠 セントラルキッチンを導入した総菜の販売事業 津島商工会議所

中部 愛知県 R2231U00270 有限会社カヤノ物流 6180002082815 通常枠
イベント資材運搬ノウハウを活用した大型資材集約倉庫建設による倉庫業

への進出
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00274 株式会社オリジナルあい 1180002078529 通常枠 ブライダル事業から飲食ＦＣ事業の展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中部 愛知県 R2231U00278 株式会社Ｔｏｓｈｉｎ 3180001100217 通常枠 水道メーター製造事業への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

中部 愛知県 R2231U00286 株式会社Ｂｒｉｄａｌ　Ｌ 9180001090799 通常枠
アフターコロナ時代を見据えたブライダル業界の非対面型ビジネスへの挑

戦
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00288 株式会社ワコウ 6180301025870 通常枠 廃棄予定のアパレル商品の再商品化を軸とした製造小売業への進出 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00289 株式会社山一商事 5180001005736 通常枠 焼肉材料・韓国惣菜・調味料等の食品ＥＣ事業（ＢｔｏＣ、ＢｔｏＢ） 太陽グラントソントン税理士法人

中部 愛知県 R2231U00290 株式会社タナパックス 6180001031228 通常枠
業界でも数少ない食品一次容器生産体制の整備による新事業への進出と事

業再構築の取組み
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00291 株式会社明和自動車 8180301014839 通常枠 自動車整備のデジタル化 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00293 株式会社型善 4180001093641 通常枠
「金属と樹脂接合の成形」と「アンダーカット形状の離型システム」と

「ハイブリッドロケットの固体燃料」の開発について
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00297 株式会社村井 7180001122166 通常枠 ものづくり産業を支える金属切削加工の生産性向上教育センター設立事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00300 佐藤食品工業株式会社 5180001075845 通常枠 機能性食品素材の製造工程確立による、保健機能食品市場への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00303 株式会社鈴木鉄工所 6180001019784 通常枠
「おうち時間」「アウトドアライフ」の需要に応える金属タンブラーの開

発販売事業
名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231U00305 有限会社日栄機械工業 4180302002350 通常枠
品質管理体制構築による自動車産業クラスター依存からの脱却と新市場進

出
土岡　信祐

中部 愛知県 R2231U00310 株式会社ハートリー 6180001067338 通常枠 新製法アーモンド商品の投入で発信強化するアンテナショップ開設 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00311 株式会社エイワンシステム 6180001106541 通常枠 既存事業に加え、機能訓練型デイサービス事業への新規参入を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00312 アサヒ繊維工業株式会社 3180001085565 通常枠 医療用機関向け、一般向けの不織布マスクの開発・製造・販売。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00314 株式会社名古屋製作所 5180001022483 通常枠 金属加工の下請けからメーカーに事業転換し、海外販売を強化する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00315 有限会社加々良クリエイト 7180302019945 通常枠
Ｘ線ＣＴ装置の活用による最先端の測定技術の確立とサービス業へ参入事

業
愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231U00316 日本オペレーター株式会社 2180301006750 通常枠
中空培地を用いたイチゴの高効率生産システムの開発と収益性の高い農業

経営ビジネスモデルの構築
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00317 有限会社中本建設 4180302002243 通常枠
経営環境が悪化する中、当社は下水の専門業者として事業を立て直すべく

管内検査事業に挑戦する
岡崎信用金庫
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中部 愛知県 R2231U00319 エーイーシー株式会社 7180001048915 通常枠 統合型フィットネス支援システムの開発及び販路開拓 猪口　建太朗

中部 愛知県 R2231U00320 千成工業株式会社 7180001052058 通常枠 曲げ工程の生産性向上と営業改革でＥＶ部品製造機械部品事業へ参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00322 株式会社諏訪設備工業 8180001124665 通常枠
ポストコロナで高まるサニタリー配管の施工ニーズに応えて事業再構築に

挑戦
ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 R2231U00326 株式会社東海エンジニアリングサービス 9200001008253 通常枠 精密加工技術を活かした金属加工業からレンズ製造業への事業転換 株式会社京都銀行

中部 愛知県 R2231U00332 株式会社アンリツ 2180001090921 通常枠 海外工場への溶接技術導入で現地での家具・建築部材製造事業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00339 株式会社アイユー 7180001063963 通常枠
地域活性化と収益増加を実現させる会員制ふるさとのくつろぎ宿泊施設事

業
小山　泰弘

中部 愛知県 R2231U00340 株式会社津島製作所 4180003012211 通常枠
グローバルニッチトップの新分野で工作機械のデジタル化・知能化による

スマートファクトリーの構築
税理士法人大樹

中部 愛知県 R2231U00344 株式会社ウイング 7180002088885 通常枠
リフォーム事業を譲渡し、地域の障がい者に快適な仕事環境を提供する福

祉事業への事業再編を行う。
知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00356 ワイズカフェ 通常枠 愛知初！高級食パンを生かした「ワイズトースト」による業態転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

中部 愛知県 R2231U00357 ｙ’ｓモールド 通常枠 精密金型加工技術を活用して医療用品の開発に取り組む事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U00358 株式会社リリーフパートナー 5180001132076 通常枠 機能改善トレーニングで健康を手に入れるケンコウ・クリニック 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00361 有限会社魚吉 8180302015134 通常枠
レストラン分野での感染症安全対策設備を活用した非接触セミセルフサー

ビス
税理士法人永川会計事務所

中部 愛知県 R2231U00364 株式会社マックス技研 1180001115646 通常枠 全国をマーケットとする「精密測定の受託サービス」部門の創設 半田信用金庫

中部 愛知県 R2231U00369 新日本印刷株式会社 2180001023674 通常枠
カタログメーカーのノウハウを活かしたバーチャル展示会場プラット

フォーム
株式会社北陸銀行

中部 愛知県 R2231U00380 有限会社たたみ総合サービス 7180302020804 通常枠 メンタルトレーニング事業の新規開発（うつ病回復センターの設立） 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00386 株式会社オオタ精密 1180301027558 通常枠 自動車向け新型プレス工法の金型部品の受注開拓及び技術開発事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00387 株式会社名城ナノカーボン 3180001056459 通常枠 リチウムイオン電池用ペースト製造による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00393 丸松織布株式会社 9180001083745 通常枠 細番手高速製織技術で新分野進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 R2231U00401 丸善株式会社 9180001015533 通常枠 鋼材卸売業からＥＶ用モーター部品の精密切削製造業への事業転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00409 リンクス株式会社 7180001130004 通常枠 保険業のお客様ネットワークを活かし夢と感動の写真スタジオ設立 あらた税理士法人

中部 愛知県 R2231U00410 株式会社ツジオカ 1180001087547 通常枠
外観美麗ステンレス新製品の製造を可能にする気流循環型工場による製造

体制の刷新
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00413 クサマ工業株式会社 6180301015203 通常枠
半導体製造装置向け大型・高精度の鋳物部品の生産体制の構築による新分

野展開への挑戦
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U00414 株式会社稲熊製作所 3180001014094 通常枠 ＣＯ２を９６％以上削減する環境配慮製品の製造・販売による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00418 ｓｈａｎｔｉ－ｎａ株式会社 1180001105366 通常枠 受付の無人化×オンラインヨガサロン 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231U00421 株式会社八百彦本店 7180001027480 通常枠 インターネット通販用冷凍おせち事業開発による新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00422 株式会社こさなぎ 8180301020985 通常枠 非宿泊需要を取り込む、ビジネスホテルから健康増進複合施設への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00425 株式会社魚初 2180301014662 通常枠 療養食に特化したパック惣菜の製品開発を通した新たな市場開拓 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 R2231U00427 株式会社東和食品 1180001026389 通常枠 ブランド牛特化型卸の希少性で切り拓く産地情報発信型ネット販売 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00429 有限会社三浦製鋲所 1180002007165 通常枠 自動車から医療分野への進出「注射器部品製造」による絶対価値の創造 坪井　亮

中部 愛知県 R2231U00430 榊原建工株式会社 9180301023277 通常枠
重量構造物部品の効率的な仕分け・配送＆仕上げ加工を行うストックヤー

ド事業
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00435 株式会社中京建設 2180001006803 通常枠 大工の活躍の場を広げる土工事業から型枠工事業へ大胆な事業転換 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00438 株式会社杉山製作所 1180001012447 通常枠
バリ、凹凸、変色・焦げのない精密板金プレス技術を活用した医療機器分

野への進出
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00442 川瀬石油販売株式会社 8180001082657 通常枠 軽油貯蔵の実現による「軽油販売」と「緊急時供給契約での減災支援」 税理士法人大樹

中部 愛知県 R2231U00443 株式会社ＩＳＳＯ商店 4180001132201 通常枠 海岸沿い大自然の中でコロナストレスフリーのグランピング施設開業 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00444 リープ 通常枠 レーザー加工機による、アクリル加工製品の新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231U00445 株式会社ラピス精器 9180001057864 通常枠 エンボスキャリテープ製造機能の整備による新たな収益源の構築 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 R2231U00446 和食いしかわ 通常枠 法人需要の日本料理店が個人需要の焼肉店に思い切って事業転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00449 名新パイピング株式会社 1180001072458 通常枠 新しいパイプ加工技術導入によるＲ１プロジェクトの推進 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00452 フローヘアデザイン 通常枠 オーガニックコスメ手作り体験教室を軸とした新事業展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231U00453 株式会社モリタアンドカンパニー 4180001076596 通常枠
航空・宇宙エンジン部品（高付加価値部品）事業への進出、グローバル展

開
梅村　彰

中部 愛知県 R2231U00456 株式会社山田製作所 9180001098495 通常枠
精密部品の付加価値を高める製造方法を提案し、クロマトグラフィー市場

へ進出する
株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00459 富永紙器工業有限会社 7180002066783 通常枠 紙器加工の薄紙、組立工程内製化による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00465 株式会社石黒製作所 1180002059207 通常枠 脱炭素社会実現への挑戦！モーター部品製造を軸とした新プロセスの構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00466 三友電装株式会社 1180001075915 通常枠 製造と検査工程の刷新により、新市場向けの実装基板の製造を実現 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 R2231U00472 株式会社ミナト電機 3180301022821 通常枠 ＳＤＧｓ目標・ＢＣＰに合致するＺＥＦ提案型トータルサービス事業 税理士法人高須会計事務所

中部 愛知県 R2231U00473 株式会社伊藤彰産業 3180001014061 通常枠 金属卸売業から一般消費者、小売業向け金属加工業への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00476 大三鋼機株式会社 8180001037470 通常枠 自動車業界依存体制から脱却し食品製造機械業界への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00477 有限会社野田工業製作所 2180002040735 通常枠 脱・炭素！ノーカーボン乾燥機製造新工場設立による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00479 株式会社ＢＯＺＬＥＳ 1180001131585 通常枠 日本初となる釣り用ジェットカヤックの展示販売で新市場を開拓 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00480 有限会社誠心 9180002078843 通常枠
鉄骨一次加工の内製化による、鉄骨建築トータルソリューション業務の展

開
税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 R2231U00483 有限会社ノンナカコーレ 2180002089070 通常枠
屋外飲食スペースの提供によりアフターコロナを見据えた事業再構築を行

う
知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00486 株式会社Ｔ．Ａ．Ｅ 5180001090654 通常枠 保育事業参入による地域密着型経営強化計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00493 イノベーションストーリー株式会社 4180001136895 通常枠
愛知県のお菓子文化への貢献。グルテンフリー・ヘルシー志向の“生どら

焼き”の製造販売事業への転換計画。
東濃信用金庫

中部 愛知県 R2231U00496 合同会社プロジェクトリンクト事務局 7180003014576 通常枠 病院広報機能のＤＸを支援する地域医療ネットワークサービスの実現 岡崎信用金庫
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中部 愛知県 R2231U00499 株式会社ＳＳＭＴ 2180001089724 通常枠
エステ技術習得によって身体・肌改善といった内的美提供開始による再構

築
ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U00501 松孝工業株式会社 3180301015528 通常枠
自動車業界から建設機械用油圧部品の生産体制の構築による新分野展開へ

の挑戦
株式会社伊予銀行

中部 愛知県 R2231U00502 株式会社ニシムラ 7180301019062 通常枠 金型製造及びプレス加工技術を活用したモーターコア製造事業への参入 仁井田　修

中部 愛知県 R2231U00504 さんりつ水産 通常枠 まぐろ専門小売販売店開業による新事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00506 株式会社名古屋プラミング 6180001055466 通常枠 水素化社会に向けた新分野展開、配管部品加工製造事業の構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00507 株式会社春日井金型 9180001093141 通常枠 次世代電気自動車バッテリー部品分野向けのプレス金型製作技術の構築 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00511 株式会社コスモスコーポレーション 3180001050809 通常枠 重度重複障害者の地域生活を支援する住まいの運営事業計画 上島　一丈

中部 愛知県 R2231U00518 株式会社服部歯車 3180001020638 通常枠 汎用機と専用機を活かした航空機市場、農機具市場への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00520 株式会社ウェリナ 5180001130831 通常枠
働きたくても働けないを「０」へ。精神障碍者向け就労移行支援事業への

業種転換計画。
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00521 株式会社シーウィード・ジャパン 6180301027289 通常枠
消費者の健康意識に応える安全な調味済みＢｔｏＣ向け商品開発による新

分野進出
東京中央経営株式会社

中部 愛知県 R2231U00523 ＺＡＺＡ株式会社 3180301030551 通常枠
製造業ＤＸを目指す製造業特化法人営業効率化ＳａａＳサービスの開発・

販売
平山　優子

中部 愛知県 R2231U00527 有限会社田中収設備工業 3180302008415 通常枠 業界屈指のステンレス加工技術導入で新分野進出！！ 和田　祐一

中部 愛知県 R2231U00532 株式会社中央図研 7180001037991 通常枠 熟練技能の可視化・デジタル化による業務効率改善システム事業 辻中　修

中部 愛知県 R2231U00534 新川大清商店 通常枠 古材のノウハウを生かした古民家カフェ事業への取組み 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00535 高橋造園土木有限会社 8180002076914 通常枠 廃木材を資源へ！地域内循環のための木質バイオマス施設をつくる 税理士法人大樹

中部 愛知県 R2231U00537 木下精密工業株式会社 7180001011930 通常枠 ５軸加工機、三次元測定機の導入により新分野展開を実現する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00542 株式会社ＷＥＳ－ＶＩ 6180001132983 通常枠 ドローンスクールから国内初の災害用国産ドローン製造卸業への大転換 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 R2231U00543 丸正精工株式会社 8180001001229 通常枠 日本の電気自動車（脱炭素社会）の未来を作る事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00547 株式会社ＥＲＳトレーディング 6180301028650 通常枠 ３次元加工機を活用した特装車用カスタマイズ部品需要の新規開拓 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 R2231U00551 株式会社いま津 4180001062407 通常枠 名古屋コーチン老舗の業！コロナ禍で高まるテイクアウト市場参入事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00553 株式会社オオオカ 8180301016521 通常枠
次世代自動車向け超高精度・複雑形状化したエンジンマウント部品の生産

体制の構築による新分野展開への挑戦
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00555 株式会社久鐵 2180001094344 通常枠 店舗内での焼肉提供から弁当配達サービスへの新事業転換を図る計画 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00556 株式会社アステック 3180001086605 通常枠 金型専門の保管・管理・及びメンテナンスを含むサービス新事業の構築 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231U00559 プリ・テック株式会社 9180001092003 通常枠 新分野であるオンリーワンカスタマイズ壁紙市場への新たな展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U00563 株式会社レーザックス 1180301014911 通常枠
次世代レーザを活用した業態の転換　ブルーレーザ用スキャナヘッド及び

装置の製造販売への転換
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00566 株式会社石川動物病院 6180001106401 通常枠 病院施設の刷新による動物「介護」分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00568 株式会社早川印刷所 1180001105151 通常枠 障がい者がイキイキ働く環境の実現と新規設備による新商品開発 末松　昌樹
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中部 愛知県 R2231U00570 有限会社宝製作所 2180002074683 通常枠 アルミの複雑形状加工技術と新工場建設でロボット業界へ進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00572 株式会社浜潮ビル 6180001091957 通常枠 老舗料亭の新たな提供方法による業態転換計画 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00573 株式会社アイルロックアンドセキュリティー 2180301003888 通常枠 事務受付スタッフの現場転用、およびそれに伴う女性専用サービス 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231U00575 広陽商工株式会社 9180001074075 通常枠
民生品メーカー向けＩＴデザイン・ＩＴ試作による製品開発支援サービス

の開始
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00576 株式会社おかだや 3180001052887 通常枠 酒店の発酵知識を応用！プレミアムな発酵スイーツ販売店の開業 坪井　亮

中部 愛知県 R2231U00579 ニッキ通商株式会社 9180001002671 通常枠 卸売業から製造業への転換のための高品位尿素水製造プラントの導入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U00580 タグチ・テクノマシナリー株式会社 4180301025006 通常枠 ３Ｄプリンター用フィラメント開発・工業製品製造事業への業種転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 R2231U00581 株式会社エムテック 4180301004447 通常枠 自動車部品の設計製造能力を活かした環境エネルギー分野への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00584 石塚興業株式会社 2180301020842 通常枠 食品関連事業者向けステンレス製搬送機械の一貫生産体制の構築 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 R2231U00588 有限会社大幸特殊印刷 9180002066468 通常枠
反転機能搭載の７色グラビア印刷機導入により、化粧品等Ｄ２Ｃ市場へ挑

戦する
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00589 セブンフードサービス株式会社 5180001051367 通常枠
天然酵母と国産素材、そして水分含有量１０５％を実現した”奇跡の食事

パン”事業
税理士法人創経

中部 愛知県 R2231U00590 合同会社Ｔｈｉｎｋ　Ｂｏｄｙ　Ｊａｐａｎ 5180003014149 通常枠
理学療法士監修のＡＩ画像分析でフィードバックが受けられるフィットネ

ス・機能訓練アプリの開発
御堂筋税理士法人

中部 愛知県 R2231U00591 株式会社一心舎 3180301017318 通常枠 脱手作業で大量受注可能、低価格・短納期の和綴じ製本製品事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 R2231U00592 おりがみ農園 通常枠 ミニトマト狩りと定期購入サービスを通じた消費者との交流機会の創出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00593 株式会社ナンバーワン 3180001092842 通常枠
人の輸送から物の輸送ニーズに転換！大型車・特殊作業車専門軽油スタン

ド事業の開発
知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U00602 有限会社東海メンテナンス 1180002048928 通常枠 進取の精神で障害者福祉事業へ挑戦し、ウィズコロナ時代に対応する 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00617 株式会社フードサービス 4180001058025 通常枠 業務用レトルト食品製造会社のカレーパン製造販売への新たな挑戦 株式会社百五銀行

中部 愛知県 R2231U00620 東陽建設株式会社 4180301010338 通常枠 不動産に命を吹き込む新事業「空き家情報館」による新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231U00623 有限会社都工業 2180302017326 通常枠 コロナ滅菌装置の開発による下請事業からの脱却 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00639 株式会社皆星ゼミナール 9180301030884 通常枠 唯一無二のぬかを使ったスイーツ事業参入のための学習塾からの業種転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231U00650 株式会社ミライベクトル 3180001120636 通常枠 ３Ｄ立体看板の製造及びオンラインによる全国販売で事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00658 株式会社みかも 8180301021934 通常枠 グループホーム事業参入による、地域の包括的な健康支援体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00663 株式会社モーターネット 2180001053168 通常枠 “車屋の車屋へ”業販体制の確立及び商品化センターの整備 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00667 大日食品株式会社 9180001022125 通常枠 愛知の発酵文化はでらすげぇ！地域で無駄なく作る発酵発信拠点 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00675 株式会社順風不動産 4180001116360 通常枠 不動産活用のノウハウと好立地を活かした教育事業展開による多角化戦略 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00676 有限会社河合精工 6180302014402 通常枠 未来技術を実装するためのドローン新産業の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00680 株式会社岩城工業 2180001097363 通常枠 コロナ禍からＶ字回復するための新規自動化事業による新分野展開 株式会社中京銀行
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中部 愛知県 R2231U00682 株式会社石原合成樹脂 7180301000138 通常枠 未来への挑戦！既存の手法を打破し、新分野にて再構築を目指す。 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00684 有限会社ヤマト技研 3180302024338 通常枠
日本初搭載！大型金型のリバースエンジニアリングとメンテナンス事業の

新分野展開
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00696 丸商観光株式会社 3180001067233 通常枠 健康センター、コロナに負けない体づくりのための複合運動施設化計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00698 株式会社竹市場 1180001024797 通常枠 竹の新素材を原材料とした形状形態の新しい製品の企画開発事業 楯　泰治

中部 愛知県 R2231U00700 丸鹿セラミックス株式会社 7180301015540 通常枠 ３ＤＶＲ建材＆住宅ショールームを拠点とする欧風注文住宅事業 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00709 株式会社Ｅｄｇｅ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ 2180301021849 通常枠 鋳造金型への塗型剤塗布工程の完全自動化構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231U00710 株式会社加納鉄工所 7180301022388 通常枠
新たな製造方法の開発による電気自動車駆動ユニット等検査ゲージ事業へ

の参入
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U00711 岡本食品株式会社 2180001014203 通常枠 国産農産加工業を補強するカップデザート製造ラインの導入 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231U00719 株式会社キャリアネット 4180001049288 通常枠
人生１００年時代を健康で豊かに生きる！今までに無いちゃんと教える２

４時間フィットネス
税理士法人コスモス

中部 愛知県 R2231U00720 株式会社Ｓｈｅｐｈｅｒｄ 2180001127442 通常枠 匠の想い・技・美・物語を魅せる、日本伝統工芸の陶器販売 虫鹿　真司

中部 愛知県 R2231U00721 株式会社ワークアップアサクラ 5180001092774 通常枠 ハイブリッド車のモーター部品に使われる冷間鍛造用の金属素材の製造 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 R2231U00723 株式会社ＢＡＳＥ 6180301009659 通常枠 培った縫製技術でＳＤＧｓを意識した米軍特殊素材ゴルフ商品への挑戦 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00724 株式会社花市電子顕微鏡技術研究所 1180301001802 通常枠 再生医療産業に必須である電子顕微鏡によるウイルス定量試験の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00726 名精工業有限会社 7180002029294 通常枠 難削材の加工技術を活かした燃料電池分野とロボット分野への新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00729 鈴弥株式会社 7180001082914 通常枠 尾州産毛織生地と国内縫製の高品質オーダースーツサロンへの事業転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231U00734 名古屋メツキ工業株式会社 8180001010774 通常枠 自動車部品加工の鍍金技術を活かしたスポーツ部品加工への新分野展開 常滑商工会議所

中部 愛知県 R2231U00736 株式会社メック 6180301019451 通常枠 当社オリジナルの金型反転機等の量産による自動車産業の課題の解決 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00737 合資会社柴田酒造場 4180303000320 通常枠 低糖質・発酵・地域性を軸とした酒蔵における新規カフェ事業の展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U00741 新日本ウエックス株式会社 4180001014630 通常枠
電子タグを利用したホテルリネンの次世代サービスによる新規ホテルの獲

得
株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00742 株式会社ラポール 2180301022789 通常枠
デジタル知財を活用したＮＣデータ外販サービスによる全国に向けた新分

野展開
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00745 株式会社鈴木保全 9180301001159 通常枠
ポストコロナ社会における災害対策初期避難用　小型キャンピングトレー

ラー製造事業
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 R2231U00746 株式会社Ｊｐキュービック 3180301011683 通常枠 別次元の超精密加工技術を要する検査治具部品の製造への事業転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 R2231U00747 株式会社ノースポイント 6180001057529 通常枠 パン屋の新規開業により化粧品卸売業から地域ママ応援企業へ（ ＴＯＭＡ税理士法人

中部 愛知県 R2231U00749 株式会社川善商店 7180001090248 通常枠 皮革製品の小売業への新たな参入による業態転換の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 R2231U00751 株式会社海栄館 4180001092932 通常枠 トレーラーハウスを導入した和風グランピング事業による新分野展開 有限会社えんがわ

中部 愛知県 R2231U00753 株式会社アスア 7180001043783 通常枠
デジタルハイジニストプロジェクト（Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｈｙｇｉｅｎｉｓ

ｔ　ｐｒｏｊｅｃｔ）
税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 R2231U00759 株式会社日研精密 6180001086008 通常枠 自動車産業の構造変化を捉えたダイヤモンド工具再生事業への進出 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 R2231U00761 株式会社瑞穂スプリング製作所 7180001028917 通常枠
半導体業界向け金型生産体制の立ち上げと、精密金型加工人材ビジネスの

展開
株式会社りそな銀行

中部 愛知県 R2231U00762 豊田化工株式会社 6180301019864 通常枠 シリカゲルの用途を広げるナノシリカ中空粒子の量産化による新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 R2231U00766 株式会社ＤａＬａ木工 5180001099431 通常枠
ＤＩＹ人気の隙間需要を取り込む「家具職人のオリジナル家具製作教室」

の展開
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00769 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572 通常枠 ＩｏＴ開発技術を活かした地場産品オムニチャンネルショップの開発 糸川　純平

中部 愛知県 R2231U00771 有限会社羽柴化成工業 1180002090459 通常枠 「日本製紙ストロー」の生産の為の工場の改修 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00781 有限会社矢田石材店 5180302005947 通常枠 墓石・墓園販売から石材産業廃棄物処理中間業者への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00782 株式会社テイエスケイ 8180001076163 通常枠
高精度微細加工機及び恒温室の導入によるロボット部品用金型分野への進

出
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00786 熱田起業株式会社 8180001021458 通常枠 積極的な新分野展開を図り、航空機産業集中型事業からの脱却を目指す 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00794 小島食品製造株式会社 1180001094279 通常枠
肉・魚を原料とする「パテ」「ディップ」への新市場展開及び消費者の声

を直接把握できる工場直営店新設による事業再構築事業
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U00795 有限会社カワチ 8180002042973 通常枠 眼鏡店向けメガネレンズの枠入れ加工引き受け事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231U00796 株式会社蒲郡製作所 2180301012006 通常枠 世界最小サイズのエレメント試作開発を通じた化学産業への新規進出 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U00806 秀和興産株式会社 7180001042455 通常枠 オリジナル家庭用焼鳥機と愛知県産焼鳥のインターネット販売 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00808 株式会社弥富製作所 2180301022756 通常枠 新分野である半導体製造装置の部品加工の受注への取組み 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231U00809 アイキン熱処理工業株式会社 6180001013928 通常枠
高精度温度分布の大気焼き入れ炉、焼き入れ油槽、焼き戻し炉、焼きなら

し炉による、難規格熱処理とその省エネルギー化の実現計画
アアル株式会社

中部 愛知県 R2231U00813 竹練農産 通常枠 地域資源を活用した機能性ペットフードと有機適合肥料の製造 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U00814 メゾン　ド　ビオラ 通常枠 地域農業と商業を繋ぐ総合農業サービス園芸店への転換 安形　京子

中部 愛知県 R2231U00822 南水産 通常枠 コロナに負けない！新鮮魚介と共に挑む「ニューノーマルな焼き鳥屋」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00825 株式会社ひかりタイプ 2180001040001 通常枠 学習支援「放課後ディサービス」開所事業 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 R2231U00829 千代田工業株式会社 9180001092597 通常枠 業界初「軽量高強度フロアロック」の生産を実現するプレス事業の確立 株式会社京都銀行

中部 愛知県 R2231U00830 高木技商 通常枠 脱炭素社会のための自動運転・大型ＥＶ車両対応の新整備事業 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231U00831 株式会社カラフルコンテナ 7180001113925 通常枠 敷地内／敷地外向け多目的タイプのトレーラーハウスの開発および販売 江南商工会議所

中部 愛知県 R2231U00834 有限会社桑村工業 5180302013108 通常枠 ＮＣ旋盤機械導入による医療機器部品製造への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00835 株式会社ザ・ヴィンテージハウス 5180001046210 通常枠 抗菌処理を施した革新的な家具を開発し、小売り販売事業への進出 大澤　百合

中部 愛知県 R2231U00836 株式会社加藤鈑金整備 9180001053938 通常枠
次世代自動車の安全運転支援装置の安全性を１００％確保する特定整備へ

の挑戦
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00837 株式会社マルエス機工 8180001076477 通常枠 工作機械向け小型遠心分離機の開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00841 株式会社栄和工業 6180001001692 通常枠 コロナ環境下の中チャンス！住宅設備市場への新規参入！ 株式会社三重銀行

中部 愛知県 R2231U00851 株式会社デック 3180001057770 通常枠 展示会開催のみではなく、展示会参加を当社がサポート 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 R2231U00856 中野運送株式会社 6180001083310 通常枠 既存の運送業との相乗効果による付加価値向上を図る倉庫業への参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231U00866 株式会社マグネティックフィールド 4180001090861 通常枠 テイクアウト専門サラダ＆ミート新規出店計画 尾花　智明

中部 愛知県 R2231U00867 株式会社鳥居造園 4180301015411 通常枠 Ｅｎｊｏｙおうち時間！どこでも緑化マットで作る快適空間創造事業 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231U00868 ＩＬ　ＦＩＯＲ　ＦＩＯＲＥ　イル・フィオル・フィオーレ 通常枠 食で健康を実現する「低糖質料理」専門店運営・商品開発 吉野　康太

中部 愛知県 R2231U00875 株式会社ルーフコーポレーション 6180001069680 通常枠
カスタム車のＥＣサイト販売による非対面型ビジネスの開始と生産性の向

上及び短納期対応への取り組み
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00878 脇田ボデー工業株式会社 1180001001458 通常枠 解体から販売に至る一貫体制整備による中古車部品市場への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00879 株式会社中日金型 4180001074468 通常枠 ものづくり人材育成ソリューション 株式会社みずほ銀行

中部 愛知県 R2231U00882 有限会社イナテック 9180302015100 通常枠
コロナ禍における市場の変化に対応する為、新分野である医療機器市場に

進出。
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U00885 三恵プラスチックス株式会社 2180301002741 通常枠
３Ⅾプリンタ等の導入による、ＳＤＧｓ対応試作モデル開発部門の立ち上

げ。
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00890 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｏｏｄｓ 8040001084428 通常枠 対人接触を抑えた「１人様専門焼肉店＆テイクアウト」の新規出店 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 R2231U00909 株式会社アス・テック 9180001081740 通常枠
産業用部品製造業から自社企画製品事業への挑戦　～ライフスタイル創造

事業「キッチン家電（珈琲焙煎機）製造」～
加藤　佳高

中部 愛知県 R2231U00911 株式会社ｆｏｏｄ　ｓｔａｇｅ 3180001060403 通常枠 地域貢献度の高い安心安全な新外食（三毛作業態）の提案 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231U00912 佐藤醸造株式会社 7180001098274 通常枠 自社の発酵技術を活かしたプレミアム食パン店と直売所の同時開設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 R2231U00913 株式会社ケイ・アライアンスシステム 9180301008880 通常枠 店内での接触機会を減らす為、のセルフ形式による日本そば店運営管理 税理士法人　ＴＭＣ

中部 愛知県 R2231U00921 名煌エンジニアリング株式会社 4180301025419 通常枠 研究開発の提案とセットで成果を期待される素地調整工事へ新展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00922 株式会社ＤＭＡ 2180001070428 通常枠
業界初の非加熱製法による生プラセンタクリーム開発と省人化生産体制へ

の転換
株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U00925 有限会社向日葵 8180002061313 通常枠 都市中心部の点在空き地を活用した「孤立させない」介護保険施設 株式会社イソシエ

中部 愛知県 R2231U00926 辻村勉強会 通常枠 学習塾における小中高大一貫教育の実施に向けた体制構築 西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U00927 株式会社トーカイ薬局 5180001074558 通常枠
地域版　非接触ビジネスの展開。ＥＣモールとデリバリー事業で持続可能

な地域インフラを構築
東濃信用金庫

中部 愛知県 R2231U00931 有限会社荒井金型製作所 2180002000111 通常枠 船舶エンジン及び電動工具用のアルミ製開発試作部品市場への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231U00932 株式会社東海ｅｃｏ 3180001059874 通常枠
コロナ対策で発生する廃プラスチック類に注力した産業廃棄物の中間処理

施設事業
上島　一丈

中部 愛知県 R2231U00934 株式会社ヤマグチマイカ 5180301010477 通常枠
コロナ禍における女性の目元をサポート！新化粧品原料「ＡＤＭＯＬＩＴ

Ｅ」を使った新事業展開
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00937 株式会社動研 9180301024390 通常枠 大型軽量化プラスチック窓製造による次世代自動車市場への参入 税理士法人ヤマダ会計

中部 愛知県 R2231U00938 株式会社ＴＧＭ 8180001128154 通常枠 オーバーホールや主軸補正も実施した高付加価値中古工作機械の販売 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 R2231U00939 三州野安株式会社 9180301015869 通常枠 ペットハウス製造販売による、ペット事業新規参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00942 ３ｍｓ株式会社 4180001114728 通常枠
ナノトライボロジー技術を活用したエンジンオイル添加剤の販売による

カーボンニュートラル投資の取り込み
伊藤　誠悟

中部 愛知県 R2231U00946 半田重工業株式会社 8180001091947 通常枠
製造業におけるＩＴ人材派遣・システム開発、製造加工、設備保全等の

「工業系マッチングサイトの総合プラットホーム」の構築
知多信用金庫
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中部 愛知県 R2231U00947 ＧＲＥＥＮＦＥＥＬＳ 通常枠
すごもり需要で建設事業者向け植栽を観葉植物に発想転換！Ｂ２Ｃ開拓事

業
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00950 株式会社イトコー 9180301009747 通常枠 強みを活かした新規開発商品で若年層向け分譲型建売へ新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U00959 豆時本店株式会社 9180001055406 通常枠 人気ラーメン店の味を新業態で届けることで、当社の新たな事業の柱に。 株式会社シーピーエーコンサル

中部 愛知県 R2231U00961 有限会社いこい 9180302016354 通常枠
安城初・本格和食商品のドライブスルー型店舗による新たなフードモデル

の確立
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U00962 合同会社ＡＴＯＷＡ 6180003018231 通常枠 クラフトビール専門店　自社ブランドブルワリー事業に進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U00968 ＫＴＸ株式会社 8180001087409 通常枠 新工法により低価格・短納期を可能にする金型で売上げＶ字回復 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U00979 株式会社ＩＳレンタリース 6180001057487 通常枠 キャンピングカーと簡易ドームの新商品で新市場に進出する。 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231U00987 Ｓａｋｕ　Ｃａｆｅ 通常枠 卵牛乳を使わない絶品パンケーキ開発とテイクアウトと通販を実現 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U00989 宮吉硝子株式会社 8180001009478 通常枠
ＡＩ＋ＯＣＲ技術を用いた自動積算システムの開発と利用者への利用料課

金
税理士法人名南経営

中部 愛知県 R2231U01001 まめ太郎本舗 通常枠 消費者ニーズに対応した弁当、惣菜を製造、移動販売する新分野展開 別所　大介

中部 愛知県 R2231U01005 有限会社名南機械製作所 8180002015005 通常枠 航空機産業工場から自動車部品量産工場への事業転換挑戦事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U01010 三河温泉株式会社 5180301030368 通常枠 「ワーケーション」で新規顧客獲得と「三河マルシェ」で地域の魅力発信 西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U01012 株式会社大和商会 2180301022921 通常枠 知能化ロボット「ロボミル」の事業展開とデジタル技術者の育成 小倉　裕樹

中部 愛知県 R2231U01014 ダンフーズ株式会社 8180001031234 通常枠 原料メーカーの強みで挑戦する野菜・果実を使用した最終製品の製造 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 R2231U01015 株式会社プラン・エディターズ 7180001009280 通常枠 パーク＆ライド駐車場における交通系ＩＣカード専用決済サービスの展開 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 R2231U01017 株式会社豊島技研 2180301004829 通常枠 高速ティンプル・ミガキ加工新規事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U01021 株式会社近江屋 4180001043869 通常枠 価値あるリユースを提供する国内初の「工房体験型時計修理サロン」開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U01022 三河屋ガーデン株式会社 3180301027779 通常枠 地域を元気にする緑化対応リノベーション相談カフェの展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U01027 株式会社リンガフランカサービス 9180001054077 通常枠
結婚式を行えない新郎新婦のためのバーチャルＬＥＤ空間によるフォト

ウェディング
株式会社北國銀行

中部 愛知県 R2231U01034 モールド・マイスター株式会社 9180002012629 通常枠 部品製造の需要増加に伴う医療業界への展開計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231U01036 株式会社ハートメディカル 3180001133290 通常枠 アプリとサプリメントを活用したヘルスケアサービス店舗の展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U01043 株式会社丸信自動車 5180001111039 通常枠
街の自動車修理工場が挑む！ニューノーマル時代のアウトドアライフでの

再復興
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U01053 有限会社愛和精工 4180302000321 通常枠 ＣＮＣ旋盤導入により自動車業界から医療機器・電子部品業界へ進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231U01054 株式会社ＪＥＭＣＯ 1180301025644 通常枠
企業内循環を実現させる世界初の有機物処理装置の開発・市場化による

メーカーへの昇華
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U01055 タカダファッション株式会社 2180001129678 通常枠 アパレル企業による「業務ノウハウ提供型情報サービス事業」の展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U01061 株式会社近藤工作所 8180301012867 通常枠
金型製造の加工技術を活かしたリバースエンジニアリングサービスによる

ロボット市場への参入
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231U01066 セイフラインズ株式会社 5180002066455 通常枠 一般警備業から橋梁・トンネル点検業への事業シフトによる新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社
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中部 愛知県 R2231U01069 株式会社エストレージ 7180001077757 通常枠 全国対応するセミオーダー家具のバーチャルショールーム事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U01073 株式会社ＡＬＰＨＯＮＳＯ 3180001058835 通常枠 イノベイティブランドリーの提案と実践 税理士法人鈴木合同会計事務所

中部 愛知県 R2231U01077 株式会社ＦＡＳＴ 2180001096258 通常枠
製造業の経験と実績で得たノウハウを活用したキッチンカーの販売への転

用
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U01079 株式会社動力 4180301017333 通常枠 次世代デバイスの放熱性向上に資する高機能材料の開発にて新展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 R2231U01083 株式会社くえるた 7180001129302 通常枠
健康維持・増進と健康寿命の延伸を目的とした、オンライン併用のリハビ

リテーション型デイサービス
末松　昌樹

中部 愛知県 R2231U01090 株式会社トゥクトゥクテクノ 3180301025915 通常枠 既存事業の閑散時間に運営管理ができるコインランドリー事業への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231U01092 株式会社徳山商会 5180001086074 通常枠 建物解体工事の前工程となるアスベスト等の特定化学物質除去工事業 近藤　智也

中部 愛知県 R2231U01097 光化繊株式会社 7180301013230 通常枠 電気自動車及び空調家電産業への参入に伴う工場新設計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U01098 合資会社ＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＰＡＲＴＮＥＲＳＨＩＰＳ 6180303001143 通常枠 地域活性化を目指す「Ｇｒｏｕｎｄ‐ｔｏ‐Ｇｒｉｎ」プロジェクト 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U01102 浅井工業株式会社 3180001018764 通常枠 高精度プレス加工ライン導入によるＥＶ部品の製造体制の構築 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231U01104 株式会社黒潮 4180001035643 通常枠 看護サービス付介護施設（ナーシングホーム）開業計画 株式会社第三銀行

中部 愛知県 R2231U01106 株式会社グランツ 5180001085753 通常枠 海洋ゴミをなくす海洋生分解性プラスチックコンパウンドの製造 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231U01107 株式会社ブリッジクリエイティブフーヅ 5180001077890 通常枠 フォトスタジオの開業とＥＣサイトの構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 R2231U01110 株式会社Ｍ－ｅａｓｙ 2180001094146 通常枠 地域人材・遊休資源を活用した　Ｅコマース商品の地域物流拠点事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U01113 株式会社ハンズコーポレーション 2180001053531 通常枠 非接触型のサービスで、顧客の身体の内外面を健康にしていく事業 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 R2231U01114 株式会社共和フーズ 1180002074164 通常枠
対面接客型の回転寿司店から、非対面型＋回転しない特急レーン寿司店へ

の転換
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U01115 株式会社マティーナ 8180001104238 通常枠 コロナ禍で低迷する通所支援事業から相談支援事業を新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231U01119 株式会社アクト電気 8180302006158 通常枠 耕作放棄地の再生とカーボンニュートラル（脱炭素）促進事業 豊橋商工会議所

中部 愛知県 R2231U01123 株式会社ほほえみ農園 9180301029043 通常枠 コロナ禍でもできるオンライン農業体験＋Ｄ２Ｃ販売による業態変革 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U01127 グローバルエナジー株式会社 9180001119706 通常枠 電気工事技術の強みを活かして、ユニットハウスの設置事業に挑戦 おうけい税理士法人

中部 愛知県 R2231U01129 株式会社三進製作所 1180001043120 通常枠
金属加工技術を活かした混合機部品等の新たな製造による新分野展開の実

施
株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 R2231U01133 株式会社安藤組 2180301019975 通常枠 土建屋さんから地域商社へ！観光農園を軸とした地域経済活性計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231U01135 有限会社大場金型製作所 3180302027596 通常枠 新工法による金型加工工程再構築計画 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U01146 マイワークス株式会社 9180002077515 通常枠
半導体設備の開発から組付け製造による一貫生産を可能とする新規事業の

立ち上げ
小倉　裕樹

中部 愛知県 R2231U01151 有限会社オンデマンド印刷 5180002036078 通常枠 ブラウザを利用したデザイン制作機能付きＷＥＢ受注システム 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231U01167 サン樹脂株式会社 6180002069093 通常枠 ロボット分野進出のための新製造技術の確立とＤＸ化の取り組み 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U01173 株式会社ベステック 9180001074901 通常枠 ＥＶトラクションモーターセグメントコイル自動組付ライン製造 春日井商工会議所
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中部 愛知県 R2231U01175 焼肉水谷 通常枠 コロナ時代の変化に対応するため、飲食店から精肉店への新分野展開 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231U01181 アウル・プロダクツ株式会社 3180301026938 通常枠
（就労移行支援事業と生活介護事業）とアウルへの障がい者新規雇用でＷ

ｉｎＷｉｎの関係を築く
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U01193 株式会社愛知製作所 1180001023155 通常枠 フラワーバルーン制作・販売による事業再構築 高橋　英明

中部 愛知県 R2231U01201 有限会社鳥市精肉店 3180302008753 通常枠
新たに鴨農場等を取得建設し、コロナ後の家ナカ消費に向けた中食加工販

売事業
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231U01210 ワコー精密株式会社 2180301010315 通常枠 難削材加工技術を活かした新分野への事業展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231U01215 お肉や金の月 通常枠 新時代に適合した、地域を盛り上げる最新テイクアウト専門店計画 西尾商工会議所

中部 愛知県 R2231U01218 株式会社ウィンガイア 4180301030724 通常枠 グローバル展開へ向けた認証工場等のトラック整備事業基盤構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231U01232 株式会社寿商店 2180001003998 通常枠 魚屋のノウハウを生かした日本海側でのハンバーガーショップ展開 虫鹿　真司

中部 愛知県 R2231U01242 株式会社ビーピーオークリエイト 9180001129985 通常枠 ヘルスケアマッチングシステムの開発による受託体質からの脱却 株式会社第三銀行

中部 愛知県 R2231U01248 辰龍 通常枠 メダカの繁殖、販売事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 R2231U01249 株式会社竜笑 4180301009066 通常枠 伝統的な味を、時代に合わせて提供し、新しい価値を創る 小泉　博一

中部 愛知県 R2231U01251 株式会社鬼頭精器製作所 6180301018123 通常枠
修理サービスの広域販売網構築とそれに伴う超再生ユニットのための設備

導入
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231U01259 株式会社ミート・ラボ 4180001088922 通常枠 新技術の冷凍装置を導入し、飲食・通販・中食の事業再構築計画 山下　武彦

中部 愛知県 R2231U01261 有限会社かちゃぐり屋 4180002055013 通常枠
惣菜シュークリームを提供するシュークリーム店へと業態変更を行い事業

再構築に取り組む
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231U01268 株式会社レック 7180001049005 通常枠 一般家庭向け！企業向け！脱感染コロナ対策紫外線除菌装置事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 R2231U01271 株式会社柳田創業 5180001126326 通常枠 空き家問題解決へＢｔｏＢからＢｔｏＣに思い切った事業計画 あらた税理士法人

中部 愛知県 R2231U01284 株式会社八事クリエイト 1180001134266 通常枠 新時代に向けたデジタルアートを活用したイベント業への転換！ 豊川商工会議所

中部 三重県 R2241U00006 森重精機株式会社 4190001017120 通常枠 内径研削技術習得による工作機械及び水素関連機械部品製造分野への進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00007 有限会社鈴峰 5190002022787 通常枠 切削工具の自社製造により、従来の卸売業からの脱却 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00008 株式会社トピア 1190001005227 通常枠 短納期化を進め海外自動車メーカー向けＥＶ試作部品事業へ進出する 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00016 有限会社大邦興業 2190002006140 通常枠 持続可能処理へつながる提案を可能にするための産業廃棄物の再資源化 ミライズ税理士法人

中部 三重県 R2241U00021 前橋設備工業株式会社 7190001008091 通常枠 環境特化型のコインランドリーと洗車施設建設による新分野展開事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00022 楠精器株式会社 1190001007355 通常枠 溶接部門をロボット化した生産力向上による新分野への新規展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00023 株式会社鹿の湯ホテル 1190001017412 通常枠
ワーケーション＋コワーキングスペース設置による老舗旅館の事業再構築

計画
浮島　達雄

中部 三重県 R2241U00029 有限会社廣嶋製作所 4190002017796 通常枠
超精密加工の技術を活かした、風力発電市場への参入による事業再構築計

画
浮島　達雄

中部 三重県 R2241U00030 杉野工業株式会社 7190001005080 通常枠 超高精度加工ができる体制を整え、新規事業分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00036 鳥羽ビューホテル有限会社 2190002010588 通常枠
大人から子供まで満足できるワーケーション市場獲得に向けた事業再構築

計画
浮島　達雄
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中部 三重県 R2241U00037 株式会社松岡慶熹鋳造 1190001013345 通常枠 伝統工業たる鋳物産業への依存からアルミ切削加工業への新分野展開 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241U00038 株式会社アガタ製作所 7190001017803 通常枠 既存技術を応用した大型部品挑戦による事業再構築 公益財団法人三重県産業支援センター

中部 三重県 R2241U00039 有限会社ジンテック 1190002015555 通常枠 製造ライン強化による車載用プリント基板製造事業への新展開！ 株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241U00040 吉坂包装株式会社 3190001005489 通常枠 バニラ立体人工栽培システム及びバニラ製品販売事業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 R2241U00044 覚田真珠株式会社 1190001006555 通常枠 養殖場跡地を再利用した体験型観光施設や宿泊施設の建設・運営 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00046 冨松工業株式会社 7190001012424 通常枠 複数加工機連結による加工自動化システム製作受注への事業転換 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00048 環境システム株式会社 2190001007189 通常枠 高付加価値化を実現する建設資材卸売業による管材加工への業態転換 松阪商工会議所

中部 三重県 R2241U00050 ヘアーアンドメイクえがお 通常枠 四日市初！２４時間営業の非接触型エステ＆脱毛サロンの開設 日野　眞明

中部 三重県 R2241U00055 有限会社ワインドアップ 8190002013354 通常枠 先進設備歳暮を可能にする指定工場取得による事業再構築 名張商工会議所

中部 三重県 R2241U00057 栄光真珠株式会社 2190001003221 通常枠 真珠加工品販売方法を対面から商談アプリ・ライブコマース販売へ転換 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00061 有限会社マイドソフト 7190002007118 通常枠 できたて生餃子・製造所直売「餃子工房」（地域資源の活用と雇用創出） 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 R2241U00068 水谷鉄工株式会社 5190001013382 通常枠 新たな素材への挑戦～火力発電所メンテナンス事業への新規 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00070 楠丑材木店 通常枠 尾鷲ヒノキ製品化による販路拡大事業 尾鷲商工会議所

中部 三重県 R2241U00071 昭和印刷株式会社 4190001024521 通常枠
三重県初！ライブ動画配信、スタジオレンタルとレンタルオフィス、倉

庫、工場
株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00073 エバ工業株式会社 8190001012068 通常枠 高速鉄道事業への参入による事業構成のバランス化 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241U00078 株式会社フジ技研 2190001017485 通常枠 地域交流とモノづくりを学ぶ「モノづくりプラザ」運営事業 神谷　隆生

中部 三重県 R2241U00079 うらら介護サービス株式会社 1190001018559 通常枠 就労継続支援事業（Ａ型）による高齢者向けの食事宅配事業 前田　久美子

中部 三重県 R2241U00081 ヒメヤ工業有限会社 9190002009541 通常枠 錠前部品製造業が新たにロボット産業部品製造に着手する事業計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00083 株式会社青山製作所 3190001011990 通常枠 急増する携帯電話基地局の建設に必要な大型フランジ製品の量産化 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241U00084 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802 通常枠
ドローンレーザシステムとデータベース連携による新たな測量分野への進

出
株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241U00087 フォルカン工業株式会社 8190001008644 通常枠 低炭素化社会実現に向けたインフラ部品の３次元形状加工への挑戦 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 R2241U00089 株式会社近藤建設 7190001007218 通常枠 総合建設会社による業界の人材確保の為、職人養成施設の設立事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00091 有限会社ゑびや 5190002008398 通常枠 観光地の空き物件を活用した法人向けＩＴ／ＤＸ教育・研修施設の開設 株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241U00093 株式会社冨田 4190001010926 通常枠 「個人宅向け外構工事」市場進出のためのＢｔｏＣ用施設の新設 税理士法人大樹

中部 三重県 R2241U00096 株式会社天名鉄工設備 5190001006015 通常枠
鉄骨在庫の保管・管理サービス立ち上げに向けたヤード建設および体制構

築
株式会社ゼロプラス

中部 三重県 R2241U00098 株式会社松阪鉄工所 3190001000993 通常枠 海外向け新製品発売と市場への本格参入を実現する加工設備導入 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00099 タケムラ有限会社 2190002005670 通常枠 廃棄漁網のリサイクル事業 紀北信用金庫
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中部 三重県 R2241U00104 オランジェ株式会社 1190001006448 通常枠 結婚式場に時代が求める二つのダイニング事業を構築する事業計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00106 東洋工業株式会社 8190001015681 通常枠 ＣＮＣ機能付高精度摩擦接合機導入による自動車産業へ新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 R2241U00114 株式会社ＡＫＩＲＡ・ＮＡＫＡ 6190001019593 通常枠
販売手法の高度なデジタル化による、国内外の法人客・個人客への販売強

化
一般社団法人城西コンサルタントグループ

中部 三重県 R2241U00116 ヘアーデザインアンドケアービジョイ 通常枠 休眠美容師向け教育動画配信・研修サービスで美容業界の業績向上 桑名商工会議所

中部 三重県 R2241U00120 株式会社エース設備 8190001005939 通常枠 新製品（巨大扉独立制御開閉方式）による新分野展開型事業再構築 一般社団法人三重県中小企業診断協会

中部 三重県 R2241U00132 アース建設株式会社 4190001012864 通常枠 太陽光パネルのリサイクル事業 浅野　要

中部 三重県 R2241U00133 株式会社東邦鋼機製作所 2190001015670 通常枠 経営資源を集中特化して半導体製造分野進出を目指す事業再構築計画 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00135 家作店辰屋 通常枠 大工の特殊技術を活用したＥＣサイト販売向け家具製品の開発 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241U00136 株式会社東洋軒 2190001000739 通常枠 「サービス業から製造業に」 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00137 株式会社ヱビス．カンパニー． 6190001005899 通常枠
うどん専門店の味・香りを演出した冷凍うどんの製造・販売による事業再

構築
株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00139 株式会社三輪鋳造 7190001013125 通常枠 持続可能な鋳物製造業の構築及び新素材の開発 株式会社三重銀行

中部 三重県 R2241U00140 有限会社宇田ミート 4190002011246 通常枠 海だけじゃない！！伊勢志摩ジビエ特産品化計画 株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241U00141 株式会社伊藤英男鉄工所 3190001013483 通常枠
半導体製造装置産業用部品生産への進出のための、耐食性に優れるＳＵＳ

による大型部品を高精度加工する能力の開発
梅村　彰

中部 三重県 R2241U00152 ウエストレーシングカーズ株式会社 3190001004846 通常枠
緻密なレーシングカー製造技術がけん引する航空宇宙部品のプロセス・イ

ノベーション
坪井　亮

中部 三重県 R2241U00153 株式会社中村製作所 4190001015784 通常枠
工作機械業界依存体質からの脱却、ギア部品の加工でロボット業界への新

規分野参入
北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 R2241U00154 株式会社伊勢安 7190002007621 通常枠
ＢｔｏＢｔｏＣ型ＥＣシステムを活用した販売業務支援サービスによる事

業再構築
株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00158 高洋電機株式会社 3190001006636 通常枠 半導体製造装置分野における難削材加工技術を活用した開発試作業界参入 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00163 株式会社まちいろ 9190001025845 通常枠 「伊勢河崎　町家味噌」を収益事業の柱にする為の新店舗建設 伊勢商工会議所

中部 三重県 R2241U00170 有限会社丸井食品三重工場 8190002014402 通常枠 食品製造業者の挑戦～食品開発研究所新設による地域との共存～ 松阪商工会議所

中部 三重県 R2241U00184 株式会社オーシャン・トラスト 4190001007765 通常枠 アクアポニックスを活用した陸上養殖及び水耕栽培事業計画 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241U00187 株式会社ＵＮＩＣＯ 3190001022971 通常枠 耕作放棄棚田をキャンプ場×洒落たコワーキングスペースに再生！ 伊勢商工会議所

中部 三重県 R2241U00188 有限会社若松屋 4190002010058 通常枠 菓子製造工場を新設し、焼き菓子製造販売で新規事業再構築 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241U00189 光洋鋳造株式会社 8190001008850 通常枠 未来へ続く企業を目指して光洋鋳造バージョンアップ 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 R2241U00190 有限会社レユシール 3190002010356 通常枠 クリーンな製造環境の創出と生産性向上で防護服製造の新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241U00194 株式会社サン・サービス 6190001007359 通常枠
アフターコロナに向けたミシュランシェフによる漁観連携、地産地消型　

海鮮火場焼きダイニングでのおもてなし
株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241U00202 株式会社田辺真珠養殖場 9190001020697 通常枠 地元観光産業と連携し地域特産品の真珠を活用したニューツーリズム事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241U00203 有限会社ホリ 1190002017114 通常枠 老舗珈琲店の認知度・立地を活かしたコワーキングスペース事業 株式会社百五銀行
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中部 三重県 R2241U00208 ＲＥＭＡＲＥ 通常枠
漁業者の漁具廃棄の課題を解決し海洋プラスチック収益化を実現する事業

確立
鳥羽商工会議所

中部 三重県 R2241U00213 ＴＯＴＡＬＭＡＳＴＥＲＳ株式会社 4190001013342 通常枠 油圧ショベル高精度測位ガイドシステム開発によるサービス提供 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 R2241U00214 奥建設株式会社 6190001008927 通常枠 ＩＣＴ技術を取り入れた重機とシステム導入による測量と施工の効率化 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 R2241U00215 株式会社三城 2190001021669 通常枠 ユニットバス部品メーカーをターゲットとした部材の加工工程への進出 株式会社ダイワマネジメント


