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都道府県 交付申請者名 経営革新等に係る取組の概要 認定経営革新等支援機関の名称

静岡県 山田貴央

・新型コロナウイルス感染防止に努め、事業継続との両立を図り、Withコロナ時代に即したサロン
経営をおこなう。
・高齢女性を新たなターゲットとし、地域密着型の理容院として新たなサービスの提供とバリアフリー
化の店舗改装をおこなう。

清水進矢

奈良県 有限会社日東工作所
アルミ加工における熟練技術ノウハウと精密旋盤の導入によって、高品質製品の安定供給と多品
種単品生産体制が要求される産業用ロボット製品分野への進出を実現する。

合同会社K'Sコンサルティングオフィス

富山県 合同会社ゼロゼロエイト

┗ 当社の「美意識に対する顧客の声を収集する」強みを活かし、新たに大阪市にて「歯のセルフ
ホワイトニング事業」を行っていく。
┗コロナ禍の状況を鑑み、被接触形式で歯を美しくしたい顧客の要望を機会と捉え、新規事業を
行っていく。

山口大輔中小企業診断士事務所

茨城県 株式会社齋藤商事
事業承継を機に、新代表の力を活用し、時流に合わせて小規模な結婚式（ブライダル）を上げ
たい人の為の、田舎ならではの個性的・落ち着いた・静かで安価な式を提供するブライダル事業へ
の転換する。

笠間市商工会

北海道 環境創研株式会社
道南地区は、水産加工産業が盛んであり、それに伴う産業廃棄物も多くその処理に頭を悩ませて
いる。本取り組みでは、水産加工残さとコンクリートスラッジを混合し、最終処分場にて埋め立て処
分を可能にする事業を行う。

北海道商工連合会

静岡県 有限会社アゲタ自動車鈑金
今まで全て外注で行ってきたタイヤの調整やホイールのバランス調整を自社内で行えるようにする。
自社工場内で車を入れて作業ができるように、工場内のレイアウトも変更する。

株式会社ビジョン・サプライ

石川県 株式会社鶴来電気商会
電気工事のうち、電線管埋設工、接地極埋設工に代表される電気土工分野への参入・直営化
を実施すべく、重機の購入、並びに重機駐車スペースおよび土砂・資材置き場を整備する。

鶴来商工会

大阪府 株式会社アーカイブプラス
事業再構築に資する事業を行う。具体的には新分野展開による再構築に取組み、既存事業を
維持しつつ、既存事業の販売方法、仕入先をいかし、新商品の開発、販売する。

世古建一税理士事務所

大分県 有限会社旅館本陣
ワンちゃんが主役となる旅館作りに向けて、生産性を上げる必要があります。そのためにセンサー等
が搭載されHACCPにも対応したスチームコンベクション等の厨房設備を導入して、厨房からDXに
取組んでいきます。

日田地区商工会

福岡県 株式会社マルビシ
付加価値をつけにくい紙・包装資材の卸売業から、独自の付加価値創造が可能となるお掃除
サービス事業を行い、事業再構築（新分野展開）を図る。

合同会社わだち

埼玉県 有限会社富張製作所

見積検討や、製造した製品に関する製造ノウハウをデジタル化し資産をRPA、AIを活用して一元
管理する。これにより類似品製作時に製造ノウハウ資産の二次利用やリピート製造に製作ノウハウ
を最大限活用でき、「探す」、「同じことを検討する」 という目に見えないロスを減らし、製造、営業
の生産性の生産性向上に取組む。

株式会社ＩＰＪ　東京オフィス

茨城県 荒井一憲
自社の自動車整備工場を認証化（リフトやガレージ機器等の導入）し、車検業務を外注委託
から内製化することによって、サービスの向上・収益性向上・新規顧客獲得を図る

牛久市商工会

愛知県 有限会社池田サービス
新規顧客若返りのために、事務所のリフォームを行う。ファミリーで来店しやすいよう1階と２階にキッ
ズコーナー設置や、コロナ対策としても待合席を増やす。電気自動車の整備や充電ができるよう新
たに設備を整える。

瀬戸信用金庫　水野支店

⾧野県 伊那食品株式会社
本事業計画は当社の「刻みタイプ」の野沢菜の新しい製法（シャキシャキ製法）を生み出して鮮
度感アップと保存性を高めることを目指すものである。

飯田信用金庫

宮城県 有限会社耕佑
環境制御システムの導入により、温度センサーと連動する自動AI開閉装置を導入し品質の安定
化を図ります。また、手作業で洗浄していたハウス内の水耕栽培パネルを洗浄用機械導入により
生産性の向上を図ります。

行政書士千葉事務所

静岡県 株式会社ヤマナ茶業

『小ロットで希少性の高いデリケート商材を扱う定温倉庫事業』
本事業は、倉庫内温度を年間通じて10～20℃の一定の温度で徹底管理した定温倉庫で、地
元茶業者や食料品業者などから需要があるハーブやスパイスなど臭いが強く希少性の高い“デリ
ケート商材“を、小ロットでの保管に対応し、また、従来の自社の強みである加工・出荷を組み合わ
せ、品質を劣化させない一気通貫の体制を構築し、新分野展開を目指します。

焼津商工会議所

愛知県 株式会社ジェイ・エス・ピー
精密騒音計に代えて携帯録音した騒音データをWeb上で周波数分析する業界初のサービスを
提供。「騒音問題解決サイト」を制作し、分析に基づく解決事例紹介と解決方法の提案をして新
規ユーザー開拓

税理士法人総合経営

香川県 株式会社グッドワーク
高速UVインクジェットプリンタ導入により印刷時間の大幅短縮が可能となり、生産性向上が見込
まれる。厚物ダンボール、ボードなど既存プリンタ機ではできなかった店舗内装、玩具、屋内外広告
などの新規分野に展開できる。

香川県商工会連合会

岐阜県 有限会社髙納商店 水配管用ナノバブル製品の開発と検証をおこない、新しい水資源の活用提供をおこなう。
公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

埼玉県 和久伸司
地元宗岡の河童伝説からカッパのお皿を模した焼き菓子でオリジナルギフト商品を開発。高機能
設備の導入により生地の焼成や食感にこだわった質の高い商品を作るとともに大幅な作業効率の
向上を図る。はじめての地方発送、ネット販売で販路の拡大を目指す。

志木市商工会

東京都 合同会社ＫＭＫ

今般の補助事業を通じて、既存事業で空き室となった物件を活用するとともに、インターネットによ
る物販事業への参入を図ります。主に、中国向けにブランド品のリサイクル販売を実施する予定で
す。空き室を活用し、倉庫・物流作業事務所に転用することが可能であり、かつ、新たな収益機
会の創造を図ります。

中村公認会計士事務所
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愛知県 株式会社河建

本事業は、小割用油圧圧砕機と油圧ショベルを導入することにより、外注に出している解体業務
を内製化するものである。これにより、今後当地域において需要増加が見込まれる、建築物の解
体ニーズ獲得を目指す。

豊橋信用金庫

東京都 株式会社青木コンセプト事務所
これまでに培ってきたコンセプト開発やコンサルティング、ウエブノウハウ、環境関連知見を活かし、コ
ロナ後の消費者の価値観変化に対応したオンラインショップを立ち上げ、既存B to B売上に加えて
B to C売上を確保。

藤原公認会計士事務所

京都府 有限会社マルシゲ紙器
大西脩平が強固な関係性を築いている海外デザイナーと共同し、現代アートと京文化を融合した
新たな家具の開発、BtoB分野への展開による新ブランドの構築を目指す。

株式会社ＮＫＫソリューションズ

山形県 株式会社アクトライブ
DXによる業務改善ニーズが高まる中、コンバーターLinkシステム導入により山形市域の中小企業
向けに、導入障壁が少なく短納期且つ安価な新しい業務改善DXを提供し、中⾧期的な競争優
位性を築くことで経営革新を実現する

室岡庸司（ランフォワード経営戦略オ
フィス）

⾧野県 株式会社シャトーシーピー

リノベーション事業立ち上げに係るモデルハウス整備を行う。これまで当社が手掛けてこなかった個
人向けリノベーション分野に進出し、設計企画から作業、アフターサポートまで全てを請け負う体制
をつくる。当社がこれまで外注していた分野を内製化する。カスタマーがリノベーションのイメージをつ
かみやすいよう自社ビルを改装して集客へとつなげる

タカジアンドパートナーズ

埼玉県 SPS合同会社
アプリをダウンロードせずURLクリックだけで手軽に活用できる点が革新性が高いメタバースの制作お
よび、当社の顔再現技術とモーションキャプチャーによる高い生産性を組み合わせたアバター制作
サービス提供の開始

蕨商工会議所

大阪府 株式会社ｗｏｒＫ　Ｃｒｅａｔｅ
AI-OCRとRPAを組み合わせ、経理業務及びその他転記作業のDX化を実現させます。効果:
①人件費の大幅削減(時間ﾍﾞｰｽ)②紙からデータ処理へ移行し、紙での管理業務を廃止③場所
を選ばない業務フローを構築し、全国への販路拡大及び地方での雇用創出に貢献します。

株式会社カタリスト・アソシエイツ

三重県 有限会社扇芳閣
当社保有の森林を活用により、森のツリーハウスとアスレチックを軸にした「日帰り体験事業」を展開
する。事業承継を機に、宿泊業だけではなく、拡大が見込まれる、「ファミリー世帯向け・日帰り体
験/旅行市場」に進出し、収入の安定化、スタッフの生産性向上を図る。

鳥羽商工会議所

大阪府 巽建装株式会社
飲食部門として地元産食材を使ったカフェを開業し、周辺住民等から支持される店づくりを行う。カ
フェを起点に自然素材だけを使った漆喰の内装リフォームに特化し、地域に根差した消費者向け
事業で相乗効果を上げる。

税理士法人坪内会計事務所

滋賀県 有限会社岡山
弊社が⾧年にわたり培ってきた目利きにより仕入れた、良質なお肉を活用し、コロナ禍を経て、需
要が増してきている冷凍食品の商品開発を行います。それを近年注目を集めている『冷凍自動販
売機』で販売します。

栗東市商工会

⾧野県 有限会社ALBOTH
収穫時期の短さ(2週間程)で収穫が難しかった桑の実(マルベリー)を全て収穫をすることで廃棄ロ
スを減らし、マルベリーソフトやマルベリーヨーグルト用マルベリーソースの生産販売事業を新たに取り
組む。

奥原清不動産鑑定士・税理士事務所

静岡県 株式会社春田眼鏡店
最先端の自動検眼機及びフレーム加工機を導入し、高精度ハイカーブ眼鏡（特にサングラス）
市場へ進出し、自社の売上増加を図ると共に、スポーツ・観光事業の振興を通して地域社会の発
展に貢献します。

鈴木丈規税理士事務所

福井県 有限会社伊勢屋
地元福井県産商材を活用したECサイト限定で提供する”和と洋が融合した大福専門店”「伊勢
屋與兵衛」プロジェクトの本格稼働に向けた新事務所兼作業場の構築

株式会社福邦銀行

愛知県 有限会社タマガワ
接骨院事業に新分野展開としてエステティック事業を加えて総合的なヘルスケア事業を展開する
取組

名古屋商工会議所

大阪府 株式会社ドッグツリー
ペット用グッズを自社ECサイトで直接販売するBtoC事業に転換します。顧客ニーズに合わせたデ
ザイン性のある新商品の開発を進め、WEB広告を行うとともに販売促進のためフラッグシップ店の
開設を行います。

行政書士法人いろは

宮城県 角田精工株式会社

人による全数検査業務を、デジタル自動検査装置に置き換えることによって、現在の「部品単品
屋さん」を卒業して、より付加価値の高い組み立てなどの2次工程まで引き受けられる会社に経営
革新する。

角田市商工会

山口県 保多盛栄

事業承継を契機として、当社のストアコンセプトを「癒しの提供の場」とする。既存事業に加えて、
ヘッドスパ、整体といったリラクゼーション効果のあるサービスを導入する。また、これら役務の体感
（触覚）だけでなく、視覚、聴覚、味覚、嗅覚といった五感を通して「癒し」を感じられる店舗に変
革させていく。

⾧門商工会議所

鹿児島県 野田浩
レンタル着物を展示できるスペースを確保し、複数で着付できるレンタル展示・着付できる専用の
ブースを作る。レンタル着物のターゲットは地域外から観光客である。着物レンタルをした観光客に
対し、本業の美容サービス(髪結・メイク等)も行っていく。

鹿児島県商工会連合会（知覧支
所）

愛知県 舌間美穂
「ものづくりのまち」瀬戸らしさを前面に出します。「瀬戸焼そば」×「瀬戸豚」×「瀬戸焼」で新メ
ニューを開発します。テイクアウトがしやすいように受付カウンターを広げ、新型コロナウイルス感染症
対策を徹底した工事を行ないます。

瀬戸商工会議所

愛知県 株式会社クロイツ
自動車関連部品の製造で必要なバリ取り工程の自動化をすすめるうえでベンチマークとなりうる可
能性を持つ新発想を取り入れたバリ取り設備の製品化

税理士法人　江南会計

熊本県 株式会社魚さわ
最新のプレハブ冷凍庫を導入し、セントラルキッチンに取り組む。鮮魚の仕入れから調理まで当社
内で完結できる強みを活かし、「魚さわオリジナル」の総菜を開発し、生産性の向上とともに、他社
との差別化を図る。

八代商工会議所

埼玉県 有限会社秀和工業
当社はこれまで受注のあった機械部品を中心に製造していたところ、今後は自社で直接営業・販
売を行う製品の開発を行う。開発する製品は、災害時等で活用する小型小水力発電装置であ
り、本計画では試作品の開発を行う。

さくらや診断士事務所
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東京都 三井電子株式会社
弊社の電源を活用した組込電源開発の技術と、テラ社ののＬｉｎｕｘＯＳを活用したシステム
開発技術を融合して、ソフトとハード開発を一貫したアプリケーション開発を行い、組込ユニット商品
を提供することで、電子機器分野のサービスパートナー事業を確立する。

株式会社ＭＭパートナーズ

⾧野県 有限会社下平工務店
⾧年の木工事で培った木材加工技術を活せるようなオーダー発注対応型製材業への展開に向
け、木材加工機械導入及び現加工場内に総合受注センターづくりを行う。 株式会社八十二銀行塩尻支店

栃木県 有限会社岩上商店
主力製品「あまさけ」をベースとした機能性表示食品の開発に取り組む。
また、業務プロセスのDX化を図り、消費者向け販売を強化する。その一環として、工場直売ス
ペースを新商品の販路としてリノベーションする。

東　健司

兵庫県 株式会社文明堂神戸店
ECサイトの本格的な稼働により、個人・法人顧客との直接取引を拡大して収益改善に取り組むと
ともに、アナログ作業のデジタル化を進めて工場からの一括直送体制を構築し、焼きたてのカステラ
を安定して供給できる体制を構築する。

孝岡健一

岡山県 有限会社芭蕉庵 地元美術作家作品展示販売と和カフェ事業 岡山商工会議所

東京都 有限会社坂本製作所
旋盤加工専門の下請けで、職人によるフライスやネジの追加工を強みに、大量生産を得意とする
他社と差別化してきた。代表と職人の高齢化と事業承継を機に、小型マシニングセンタを導入し、
職人の手作業を機械化する。

さわやか信用金庫

三重県 有限会社伊勢志摩冷凍
流通に特化してきた当社が、「川上に進出（一次生産）」、および「川下に進出（移動販売）」
の両方を実現し、社会情勢に左右されにくく、安定した企業の発展と雇用の維持を実現する。

三重県商工会連合会

三重県 株式会社Ｔ＆Ｔ
食に関する生活者のニーズが安心安全へとシフトする中、他社ではできないような、食の安心安全
面での付加価値とラインナップ拡充を実現する。結果として、地域水産物の魚価低迷を防ぐことを
目指す。

三重県商工会連合会

福島県 滝口木材株式会社
市場の求める多品種少量、短納期化に対応するべく、生産工程における移動時間の短縮、省力
化を図るとともに、新事業分野である建設業における住宅建築業への進出を図る。 株式会社七十七銀行

京都府 五明久 縁付け金箔押し体験のコロナ対応オープンスペース化と販売作品の強化 京都信用金庫七条支店

福岡県 大屋素子
プライベートサウナとして1人用サウナを2室設置。シングルルーム2部屋を改装して設置。
ワーケーション対応のため、ダブルルームを改装。⾧期滞在の利便性を高めるため、喫煙室、洗濯
機・乾燥機、製氷機を設置。

加藤　圭示

⾧野県 株式会社クマガイメッシュ
電線地中管の普及には大小様々な土地の形状に対応する必要があり、画一的なCCボックスで
は対応できない領域がある。本件補助事業を利用し製造方法の見直し、労働環境の見直しをす
ることで、新規市場への展開を図る。

飯田信用金庫

広島県 株式会社沼尾工芸
コロナ禍における巣ごもり生活で増えたDIY需要に着目して、ECサイトを活用した内装資材販売
を展開する。また、その内装資材を用いた、リノベーションをボタン一つで注文できる新サービスを提
案する。

尾道商工会議所

兵庫県 株式会社丹波たぶち農場 「デカンショ枝豆」のブランド化と生産のための施設改修 丹波篠山市商工会

広島県 有限会社マルエス紙工
コンピューター化された断裁機を中心としたネットワーク化を通して、製造現場のデジタルトランス
フォーメーションを行い、工程管理の向上と生産性向上を実現させる取組である。

角谷　雅子

佐賀県 大成リサイクル株式会社
新規事業（産業廃棄物処理）展開のため事業譲渡により引き継いだ事務所・倉庫を、廃タイヤ
の処理・リサイクル施設・事務所に改装するとともに、新規事業に必要な設備を導入することによ
り、事業拡大を図る。

田中誠

岡山県 有限会社森田商店

新鮮なだしが香る安心・安全な冷凍ラーメン提供システムの構築
自社の強みである穀物・製粉・製麺の知識・スキル・仕入ネットワーク、岡山ラーメン学会で培った
ラーメン博入賞レベルのレシピ・スキル・ネットワーク、既存店舗の遊休スペース等を改装し、急速冷
凍等を行うことで高鮮度、高品質のだしの香る冷凍ラーメンの提供システムを構築する。

有限会社エヌティ・クリエイト

秋田県 株式会社　松尾
自社のECサイトのリニューアル化に伴う、受発注業務のDX化を行う。また、今後はEC販売を強化
するため、牧場の牛管理方法をDX化し生産性向上を図る。更に本取組におけるデータは全てクラ
ウド上で管理し本社と牧場間のリアルタイム共有を実現する。

北秋田市商工会

和歌山県 浮舩芳秀

・BtoB（下請け）に依存した経営からの事業再構築を図るべく、一般個人向けのリフォーム・イン
テリア部門を新設することでBtoC事業に進出する。
・地元では、リフォームにおけるショールームを有する業者が極めて少ない。当社がショールームを新
設することで地域の方にワクワクしてもらえる店舗づくりをしたい。
・「施主持参の写真ですぐ完成イメージが出来る」ITシステムを活用し、生産性向上も図る

株式会社紀陽銀行　紀北ビジネスセン
ター

広島県 内海克彦
現在、店内飲食、持帰り・デリバリー販売でラーメン等を提供しているが、自宅で手軽に当店の味
を再現できる惣菜ラーメンを開発し、新たにスーパーの惣菜コーナー(※)等で販売に取組む。※以
前から当店へ出品オファーが来ている。

府中商工会議所

埼玉県 株式会社共英測量設計 最先端のデジタル設備の導入による生産性向上と受注増加 上尾商工会議所

宮城県 株式会社ガス＆ライフ

ガスメーターの毎月の検針を人の手で行っておりましたが、地域の過疎化及び少子高齢化による担
い手不足、ガソリン価格の高騰による経費の増大が経営に悪影響を与えております。それらの問題
点を解決するため、検針業務の自動化とクラウドシステムを使った24時間集中監視システムを導
入することで保安レベルの高度化を新規構築します。

YAC税理士法人

滋賀県 株式会社ＰｅｔｉｔＰＬＡＣＥ
飲食店からインドアゴルフ施設として、シュミレーションゴルフと練習打席の設備を整えた事業に取組
みます。

滋賀県商工会連合会
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北海道 有限会社グラン・パパ

地元のスキー場を含む全国スキー共通券のアプリを作成し当社の宿泊商品とパッケージにして販
売。そして版画家だった先代が残した芸術作品をデジタルアートNFT（NFT制作については補助
金を使わずオーナー自らが行う）として復活させ顧客に会員証として配布しリピート客獲得へ取り
組む。

上原貢税理士事務所

奈良県 藤本憲太
地域NO.1の宣伝を行い、新規顧客獲得の為に広報の仕方を見直す。ロードサイドに宣伝用看
板を設置しホームページを刷新し、エアコンを新たに導入してお客様との商談機会を増やす等の販
路開拓事業に取り組む。

奈良県商工会連合会（桜井市商工
会）

⾧野県 有限会社大信建設
北アルプスを望む水源豊かな大自然に調和するコンテナハウス・トレーラーハウスとミニサウナの販
売・レンタルをする事業を新たに展開する。

奥原清不動産鑑定士・税理士事務所
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