
令和2年度第3次補正予算　事業承継引継ぎ補助金（1次公募）　経営革新(経営者交代型)　交付決定一覧【107件】

申請番号 都道府県 交付申請者名 経営革新等に係る取組の標題 認定経営革新機関の名称

KK0003 山口県 中原商店 事業承継・引継ぎ補助金申請 長門商工会議所

KK0004 愛知県 株式会社御津精機製作所 経営者交代型事業承継 蒲郡信用金庫

KK0008 静岡県 泰安リバーサイド店 承継に伴う店舗改修工事 株式会社イワサキ経営

KK0009 茨城県 中城本店 生地作りからの一貫生産体制の導入と鉾田のみえる野菜煎餅の開発 茨城県商工会連合会

KK0010 佐賀県 三栄の商株式会社 新商品開発における地域資源の創出及び自社ブランド強化 佐賀県商工会連合会（江北町商工会）

KK0011 徳島県 有限会社南海オートガレージ 電子制御自動車の販売・整備・修理のワンストップサービス 海陽町商工会

KK0012 埼玉県 有限会社大浜 「割烹大浜」から「和食kitchenだい浜」へ　新しい屋号にふさわしい店づくり 久喜市商工会

KK0014 徳島県 石山自動車 石山自動車 三好市商工会

KK0015 香川県 山口製麺 設備導入による生産性の向上と持続的経営基盤の確立 土庄町商工会

KK0019 千葉県 野口クリーニング店 事業承継・引き継ぎ補助金 南房総市朝夷商工会

KK0020 長崎県 西日本鋼業株式会社 需要に対応、事業拡大へ向けた体制づくり 税理士法人ウィズラン

KK0021 福井県 株式会社ＡＢコーポレーション 株式会社ABコーポレーション 福井県商工会議所

KK0022 東京都 株式会社東山園 公共事業依存型経営脱却のための民間販路拡大事業 青梅商工会議所

KK0025 岩手県 有限会社内田書店 「学ぶ」「知る」を楽しむ現代風寺子屋としての書店の再生 遠野商工会

KK0027 福岡県 株式会社ハウテック 事業承継補助金 福岡商工会議所

KK0028 鹿児島県 株式会社鮫正水産 鰹節粉末工場建設 上園　正雄

KK0029 愛知県 有限会社マサヤス鉄工所 測定器導入によるリードタイム短縮と加工工程の改善による精度の向上 税理士法人森田経営

KK0030 東京都 有限会社和幸紋章 「家紋」製造におけるオフセット印刷からオンデマンド印刷へのプロセス改革 横山和志

KK0033 東京都 トーシンファシリティーズ株式会社 事業承継・引き継補助金　令和2年度第3次補正予算　経営革新 イメージワーキングサービス株式会社

KK0034 京都府 有限会社さわだ書店 書店から絵本専門店・学習塾への大変革、地域に根差した経営へ 水野朝太郎

KK0037 新潟県 有限会社矢島精工 3次元CAD/CAMシステムの導入による新分野展開 燕商工会議所

KK0038 福井県 クッキング福井株式会社 福井県初の厳選地場食材等を使用した焼きしゃぶ専門店事業 鯖江商工会議所

KK0039 熊本県 有限会社長田屋 こだわりのキャンプ用品販売事業 湯前町商工会

KK0040 広島県 有限会社前田 新スタイルのメディカルトリミングを開始し、ペットの長く美しい一生に貢献 三次商工会議所

KK0041 千葉県 株式会社エフディーきむら オンラインシステム併用による花装飾の専門技術を活用した人材研修サービスの提供 我孫子市商工会

KK0043 石川県 有限会社荒忠商店 鯖へしこのスライス工程自動化による生産性向上と新商品開発・販路拡大 美川商工会

KK0045 宮崎県 有限会社甲斐工業 産業用ドローンを利活用した構造物点検役務サービスの開発 行政書士ながい事務所　長井寿郎

KK0047 愛知県 株式会社喜楽梅むら 歴史を閉ざすな～105年目となる今代替わりで新たな【喜楽 梅むら】へ～ 瀬戸商工会議所

KK0048 山口県 日栄興業株式会社 レトロフィット油圧ショベル導入による土木工事の作業効率改善と生産性向上 税理士法人辻・近藤・焼山事務所

KK0051 福井県 株式会社マップトラベル 旅行サポート企業から、ライフサポート企業への変革 税理士法人ＴＡＣＴ

KK0052 佐賀県 有限会社緒方建設 小型ユンボ導入による、住民の生活充実支援の新たな取り組み事業 佐賀県商工会連合会　大町町商工会

KK0053 京都府 有限会社藤沢刺繡 令和２年度第３次補正予算　事業承継・引継ぎ補助金　経営者交代型 京都信用金庫鞍馬口支店

KK0054 愛媛県 株式会社アオノメガネ 新たな世界にチャレンジ！メガネ店から障碍者福祉事業へ 株式会社伊予銀行新居浜支店

KK0055 長野県 株式会社スワコー 協業ロボット導入によるコスト競争力強化と海外部品の国内生産化 株式会社八十二銀行岡谷支店

KK0056 千葉県 有限会社伊藤海苔店 老舗海苔店のポストコロナに向けた EC販路開拓計画 東京ベイ信用金庫

KK0058 滋賀県 株式会社日昇テクニカ 先端半導体工場の国内立地推進に向けた半導体製造装置部品製造事業 彦根商工会議所

KK0059 新潟県 有限会社小嶋動物病院 高精度超音波検査を用いた動物の整形・神経疾患に対する低侵襲診断法の確立 税理士法人高志会計

KK0061 静岡県 大嶋自動車 自動車技術の高度化に伴う電子制御装置整備を得意とした店舗の経営 芝川商工会（静岡県商工会連合会）

KK0065 岡山県 株式会社岡山一果 地域を代表する地域果実を使った独自商品開発 株式会社シェアードバリュー

KK0066 佐賀県 伊万里運輸株式会社 高齢者や女性でも働けるワークライフバランスの取れた働きやすい職場の構築 伊万里信用金庫　本店営業部

KK0068 奈良県 株式会社宮原水道工業所 新規顧客との商談場所構築による販路拡大並びに労働環境改善事業 桜井市商工会

KK0070 愛知県 丸普窯業原料有限会社 新製品「植栽用土」開発に伴う、製造工程の革新による総合的な生産性向上 MASTコンサルティング株式会社

KK0071 新潟県 有限会社栗林菓子店 地元食材を利用した冷凍洋菓子製造販売による経営革新 三条商工会議所

KK0072 神奈川県 株式会社エル・ド・ボーテ 新ECシステム導入による新商品と新サービスの開発及び提供 銀座スフィア税理士法人

KK0073 栃木県 株式会社ビービーシー 河川向けウェットスーツの開発 栃木県商工会連合会(佐野市あそ商工会)

KK0076 栃木県 株式会社グリーンステージ大平 省エネ型光透過性スクリーン導入による新たな環境制御プログラム開発 栃木県商工会連合会（大平町商工会）

KK0077 奈良県 三笠産業株式会社 環境配慮・食品衛生・少子高齢化に持続的に対応可能な生産インフラの構築 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

KK0079 鹿児島県 有限会社山之口ストア 高齢者・女性客を中心とした新規顧客開拓のための環境整備事業 鹿児島県商工会連合会（さつま町商工会）

KK0080 長崎県 立石鮮魚 壱岐の魚を全国へ「壱岐産ブランド熟成魚」の販路開拓事業 壱岐市商工会

KK0082 佐賀県 三樹 事務所設立による建設現場へのOA機器レンタル事業の開始と販路拡大 大町町商工会

KK0083 愛知県 株式会社エイメイコンサルティング バックオフィス全般サービス付きバーチャルオフィス事業 高橋公認会計士事務所

KK0084 埼玉県 株式会社野沢スポーツ 団体向け卓球練習空間の新設による店舗販売強化事業 東松山市商工会

KK0085 新潟県 有限会社石田製作所 熟練溶接工による手作業を高精度ロボット溶接に置き換える挑戦 三条信用金庫大崎支店

KK0086 茨城県 株式会社湖北 宴会場を食事会場兼レンタルスペースに改装しホテルの収益力をアップ 株式会社常陽銀行

KK0087 宮崎県 有限会社前田包装容器 フトンが洗えるコインランドリー事業 宮崎商工会議所

KK0088 秋田県 有限会社ステップミル 新加工技術開始による高品質金属部品加工のワンストップ体制の構築 にかほ市商工会

KK0089 新潟県 有限会社北越金型 レーザーマーカ導入による自社製品の名入れサービス事業 燕商工会議所

KK0090 滋賀県 石井電気システム有限会社 大手企業向け製品に対応した、生産工程の整備と設備導入 高島市商工会



KK0092 熊本県 有限会社つだ牧場 自動搾乳機械および農作業機械導入による生産性向上を契機とした農作業受託業務の開始 大津町商工会

KK0094 大分県 有限会社どんど焼本舖 まちおこし！大分選りすぐり特産品味のせんべいを開発し販売する ミントコンサルティング株式会社

KK0095 静岡県 ヘアーサロンしばきり 顧客若返りの為の新メニュー導入と店舗リニューアル事業 静岡市清水商工会

KK0096 愛知県 有限会社松屋商店 玄米検査サービスの導入による美しい玄米を販売する専門店としての差別化 西尾信用金庫

KK0098 大阪府 パンサーフェス株式会社 関東へ進出！自動車保護フィルムの生産で新分野開拓 甲能税理士事務所

KK0099 香川県 株式会社パオ・フィール ご当地オリジナルキャラクターを活用した地域活性化事業 土庄町商工会

KK0100 福井県 株式会社フナイワークス 「若狭塗箸」産地唯一の一貫生産体制の強みを活かしたBtoC向け直販体制の構築 小浜商工会議所

KK0101 福井県 有限会社興和化学工業所 自社開発モーションコントローラーを付与した高速輪転機での高効率かつ多様性を有する新たな印刷技術による新事
業の展開 福井信用金庫

KK0103 岩手県 有限会社なかまご ＩｏＴ対応の漏水調査プロセス構築による生産性向上及び受注拡大 岩手県商工会連合会　雫石商工会

KK0104 岐阜県 高橋製瓦株式会社 新・伝統工法による「達磨窯瓦」製造体制の整備及び需要開拓 くおん経営

KK0105 石川県 徳田印刷株式会社 事業承継による既存事業の維持と洋菓子店開業による新分野進出 光谷尚税理士事務所

KK0106 石川県 株式会社イガム 株式会社イガム 鶴来商工会

KK0107 静岡県 株式会社スポーツショップアラジン ストリートサッカー県内普及に向けたオリジナルケージの製造販売とイベントの提案およびPOSレジシステムクラウド化によ
る社内業務効率化 静岡商工会議所

KK0109 石川県 有限会社ヤマザキクリエイト 24時間365日打ち放題インドアゴルフスタジオ事業 羽咋市商工会

KK0111 福岡県 有限会社三栄建工 油圧ショベルの操作をガイダンスするシステム導入と事務所改装 福岡県商工会連合会

KK0112 岩手県 有限会社太陽自動車 「次世代軽量ボディー」に対応したスポット溶接機の導入による作業効率化の実現 遠野商工会

KK0113 和歌山県 株式会社タック 商品企画・開発・デザイン事業 大阪商工会議所

KK0115 愛知県 ＮＴＣ株式会社 韓国と日本の町工場の力の借り、日本・韓国で流通していない人気の雑貨を創り出す！ 小野木会計事務所

KK0117 富山県 有限会社中村海産 氷見鰯を活用した缶詰製造への新たなる挑戦（新分野進出） 氷見伏木信用金庫南部支店

KK0118 北海道 新生商事株式会社 経営資源集約と最適化による生産性向上事業 株式会社北洋銀行岩見沢中央支店

KK0119 沖縄県 ＤＯＴＥ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 小中学生教員向け指導法英語学習ソフトウェア導入による新規顧客獲得事業 北中城村商工会

KK0122 和歌山県 税理士法人あすなろ 起業家をサポートする税理士事務所 【コワーキングスペースの相談窓口として税理士事務所を併設】 木下孝裕

KK0124 宮崎県 まるいあん宮崎 最新医療機器導入による鍼灸院から美容要素を取り入れた鍼灸整骨院への転換 宮崎商工会議所

KK0125 福岡県 山下浩歯科医院 個室診療室兼カウンセリング室の増設 大牟田商工会議所

KK0128 岡山県 有限会社土方商店 テント倉庫導入による米の保管体制の整備及び新商品販売の展開 税理士法人久遠

KK0130 山口県 クラウディア有限会社 子ども専用歯ブラシ開発と歯ブラシの配送代行 株式会社山口銀行中関支店

KK0131 奈良県 株式会社翠芳園 大規模マンションの土木修繕事業の強化 葛城市商工会

KK0132 奈良県 株式会社ココアイ 田舎生活体験型スイーツ店へ生まれ変わり、福住の里と共に活性化 橿原商工会議所

KK0133 和歌山県 有限会社雲水 事業承継補助金 和歌山県商工会連合会日高川町商工会

KK0135 北海道 株式会社富川自動車学校 クルマ離れや少子化による自動車教習の市場縮小を回避するための新事業展開 日高町商工会

KK0136 宮城県 株式会社登米ブラス 新規設備の導入による生産性向上及び全ての社員が活躍できる環境の実現 宮城第一信用金庫

KK0137 山梨県 有限会社衣川ウレタン加工販賣工業所 培ってきたウレタン加工技術を活かしたアウトドア製品の開発事業 株式会社山梨中央銀行日下部支店

KK0138 神奈川県 株式会社ＳＡＫＡＥ 樹脂から金属へ、高温度乾燥ラインの構築による高付加価値製品の獲得と乾燥炉の省エネ化、工程のボトルネックの
改善 綾瀬市商工会

KK0139 新潟県 株式会社寺泊浜焼センター 寺泊特産品オンライン市場（仮称）の開設 阿部　明

KK0141 兵庫県 川上織物株式会社 広幅織機導入に伴うオリジナル高付加価値生地の開発及び販売形態の改革 多可町商工会

KK0142 埼玉県 株式会社豊島製作所 ウェアラブル端末に適した全固体電池用アモルファス粉末の開発と販売 株式会社東和銀行

KK0143 新潟県 有限会社吉田屋 先代より受け継いだ味を活かした新商品開発と新たなターゲット層の囲い込み 長岡信用金庫　本店営業部

KK0145 山口県 有限会社虎月堂 クラフトビール販売とビールに合うスイーツ開発、ディスプレイ展示で新顧客層開拓 木下敏彦税理士事務所

KK0146 石川県 有限会社三陽 土産品の店舗運営によるデザイン・製造・販売までの一貫体制の構築 鶴来商工会

KK0147 三重県 有限会社ウメザワ 高精度な刻印サービスの開発によってノベルティ等企業向け受注獲得を図る 合同会社K’Sコンサルティングオフィス

KK0150 石川県 株式会社島岡建設 公共工事から民間受注進出における型枠材料の生産効率化 鶴来商工会

KK0151 石川県 株式会社小堀酒造店 株式会社小堀酒造店 鶴来商工会

KK0152 京都府 株式会社マツダ 山本治広

KK0153 福井県 株式会社肉研 加工場再編による高質地産品の安価・安定供給体制の構築 坂井市商工会

KK0155 愛知県 合資会社フォトスタジオ伊里 既存イメージ脱却と来店頻度増加のための店舗改装 瀬戸商工会議所

KK0156 富山県 株式会社ナカニシ 石綿汚水処理システム導入事業 あかねパートナーズ株式会社

KK0157 東京都 株式会社アーガス 障害児通所支援事業の開設・運営 多摩信用金庫高尾支店

KK0158 岡山県 船着石材株式会社 令和２年度第３次補正予算　事業承継・引継ぎ補助金　経営者交代型 玉野商工会議所

KK0160 高知県 菓子工房コンセルト 収益性向上に向けた生産体制強化と新商品開発のための設備導入 香南市商工会
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