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広島県 有限会社フジモト
地元食材を漁師である自らが獲り調理し6次産業でしか可能にできない味、経営を今回の経営
革新のひとつである新たな空間で懐石料理という形を用いてお客様に提供し1回の食事満足度
を上げて売り上げ向上に繋げる。

廿日市商工会

兵庫県 株式会社伸栄鉄工所
防衛費増大に伴い、特殊計測用治具の需要が増加している。今回の取組では、CNC精密旋
盤を導入し、熟練技術と最新機械の融合により、くぼみ加工・ねじ切加工等の生産プロセスを改
善して顧客要求に応えることで、販路開拓を図る。

株式会社ユニバー経営サポート

福岡県 田中建設株式会社

公共事業が主体で逸注などにより安定した経営ができていない。また、熟練技術者の人手に
頼った測量・施工・検査・出来形管理・検査を行っており生産性が低く、民間市場の顧客開拓
に向けた作業時間が捻出できてない。そこで、ＩＣＴ土木施工を導入し高精度・短納期・低コ
ストの工事と捻出した時間で新分野展開に取組む。

ながお中小企業診断士事務所

神奈川県 トロン合同会社 コロナ禍需要にも対応できる歯のセルフホワイトニングサロン展開 城山商工会

長野県 有限会社泉カーセンター 当社事務所の空きスペースとなっている２階を活用した、地域のコミュニティスペースや障害者雇
用創出に繋がるレンタルスペース事業に取り組む。 奥原清不動産鑑定士・税理士事務所

愛知県 有限会社リカーハウス服部 各士業の専門家と協働できる体制を整え、あらゆる相談業務に対応できるワンストップサービスを
提供する。 資金繰り会議

富山県 横山冷菓株式会社

・業務プロセスのデジタル化推進を通じて、主力事業であるOEM生産を中心に受注先から求め
られている小ロットかつ多頻度の生産・出荷に対応しながら足元の原材料高騰下においても収益
確保できる生産体制を構築するとともに、効率化効果を用いた新製品提案の増加による受注
量拡大を果たしていく。

灰谷直樹

愛知県 株式会社ユースタイル

運送・物流業界ではIT化によって業務管理をする事業者が増加している中、当社は未だアナロ
グでの業務を行っており、事業承継をきっかけに当社独自の業務システムを導入しIT化を進め、
業務効率を改善するとともに、当社のこれまでのBtoB取引形態からBtoCへの取引領域に進出
し、さらなる事業の拡大を目指します。

各務史浩

宮城県 株式会社坊源 当社が保有する未活用の土地や、愛玩動物飼養管理士等の資格保持者の従業員を活用し、
ペットも主役になれる場所をコンセプトとしたグランピング事業の展開

川崎町商工会（宮城県商工会連合
会）

兵庫県 池田了

現在の喫茶店ではコーヒーとパン系の販売のみであるが、新たにランチ営業の開始。2階部分改
修によりレンタルスペースとしての事業開始。店頭でのコーヒー豆販売の開始および他店舗への
コーヒー生豆販売。多店舗のオリジナルブレンド共同開発及び販売業務 神戸商工会議所中央支部

京都府 岩本優子
承継者の新規事業企画・実施能力と被承継者の国産牛の仕入れネットワークを駆使して、これ
まで高級焼肉店として廃棄せざるをえなかった端肉部分と地元京野菜を使った新たな食肉加工
商品の開発と、そのテイクアウト及びEC販売を行う。

株式会社ＮＫＫソリューションズ

兵庫県 平井仁美 withコロナと先代から受け継いだ男性スペースを半個室へ店舗改装と、首の負担が少ないフルフ
ラットのシャンプー台を導入し女性客への販路拡大。 山根知典

長野県 小林正明
長年地域の男性を美しく引き立ててきた理容室としての強みや顧客基盤を活かし、最新の業務
用脱毛器導入により、ひげや襟足など顔周りの部分脱毛から全身脱毛まで一体提供できる、
「理容×脱毛」の新たなワンストップサービスを実施する。

株式会社アカウンティングプロ

滋賀県 黒川美紀子 日吉大社の「まさる」をモチーフとした、坂本地区を代表するようなオリジナル商品の開発 大津商工会議所

長崎県 宮地俊史
佐世保市元町の旧・生花店を改装し、パスタを中心とするランチ、テイクアウト、バーを主とする飲
食店を行います。既存事業である居酒屋と異なる新たな顧客を開拓し、経営の安定、従業員
の雇用の安定を図ります。

税理士法人ウィズラン

滋賀県 須貝允勝
今までの高島市にはない新しいタイプのお酒の専門店。扱う商材は自然派ワインを中心としたこ
だわりのワイン、まだ日本ではあまし知られていないウィスキーなど。５年後からはワインの輸入業も
開始。

高島市商工会

大分県 株式会社Meフードシステム
主力商品である「さしみーと」の製造設備は脆弱であり、特に『個食（５０g）パック』の個包装
工程は人手作業で時間が掛っており、この工程に自動計量器、自動カット機等の自動化機械を
導入することで製造のボトルネックを解消して生産能力の向上を目指す。

ながお中小企業診断士事務所

山形県 田村技研工業株式会社 本事業ではIT技術を活用した基幹システムを導入することで、販売管理、在庫管理、会計など
における効率改善やヒューマンエラー防止を実現し、経営革新を図る取組である。 ほんとうのこと経営研究所

神奈川県 株式会社アトラス
近年、マスカスタマイゼーションのニーズが高まる中、欧米では３Dプリンターを使った小ロット生産
が本格化している。当社ではプラスチック試作モデルの受託製造を発展させ、小ロットから中ロット
規模のプラスチック最終製品の受託製造を行うサービスの展開を計画している。

公益財団法人相模原市産業振興財
団

兵庫県 有限会社ヤマモトオフィス ２０年の併設社労士業の運営から出来た業務改善システムをパッケージシステムとして販売す
る。 たにぐち税理士公認会計事務所

山梨県 サン建機リース株式会社
本社とは異なる都市部の南アルプス市に新支店を開設し、建設機材とは異なり、都市部の中小
企業が必要とするあらゆる機材を対象として、保険、整備、修理等が不要なレンタル・トータル
サービスを提供する。

前田会計事務所

福岡県 株式会社シオキ
特殊左官に必要な海外建材を特殊左官職人のフィードバックを元に仕入れを行う事で本当に職
人が求めている材料を取り扱い、在庫リスクを限りなく少なくするスキームを利用したネット販売シ
ステムで販路を全国まで拡大させる取り組み

藤浦敏明

東京都 アークカーボントレーディング株式会社
複数のデータファイルで運用している在庫管理・受発注管理について運用そのものを見直す。在
庫管理ファイルを改修し販売・会計パッケージソフトと連携させ、プロセスの改善・統計の利用など
業務の革新をはかる。

東の丘会計

埼玉県 有限会社滝沢化成
経営革新計画として外注工程内製化で稼働率を向上させたが、2021年から原価が高騰した。
高めた付加価値を相殺する電気料金高騰に対し、高効率空調設備に交換することで、高付加
価値化と炭素生産性向上を実現する

鴻巣市商工会

宮城県 南部屋印刷株式会社 企画提案力を活かし、これまで栗原市および周辺地域での実績がなかった呉服屋、地元学校、
ホテル等を対象に、フルカラーの「メモリアルフォトアルバムと関連商品のサービス」を提供します。 仙北信用組合

福岡県 株式会社野上神仏具店 放置竹林に着目した独自製法「竹線香」の開発および製造販売 植田隆

福井県 島田整骨院グループ株式会社
患者さんに利便性と手軽さを兼ね備えたオンライン指導によるセルフサービスの提供で、外見の健
康（美容）と身体機能面の健康（治療）の維持向上を図っていただく。 福井商工会議所
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熊本県 株式会社瀬川製茶

当社の製茶工場及び製造機械設備は、老朽化が進んでいるため見直しを行う必要があります。
そこで、資産の延命化、製茶の品質維持・向上、生産労働環境の改善、エネルギー消費の削
減等による炭素生産性の向上を図るため、断熱性・遮熱性の高い特殊塗料での工場の屋根・
外壁の塗装を実施。また、生産工程・環境管理の見直しを行う事で、新たな生産体制を構築
し、新商品の生産・販売を開始します。品質維持・向上を図るとともに、環境負荷低減・ゼロカー
ボンへ向けての取り組みを実施していきます。

熊本県商工会連合会（大津町商工
会）

京都府 株式会社村田金属工業 3棟からなる建物の芸術空間内に、若手アーティストの発信や交流の場であるイベントスペースを
新設する。 京都商工会議所

福岡県 有限会社ビッグバン 中古車販売事業から整備事業を独立させ整備をメインとしたサービスを提供、既存事業と併せ
て利益を確保し、事業を長く継続できる企業へ転換させる 税理士法人ウィズラン

愛媛県 富岡浩一
・四国初となる鑑賞エビ（以下シュリンプ）の小売販売およびブリード（繁殖）※
※ブリードは２年先を目標
・大手アクアリウムメーカーの特約店となり、アクアリウム商品の販売を行う

愛南町商工会

長崎県 中村真幸

南島原市の新たな土産品となる世界遺産原城クッキーを開発する。また、コロナ禍のおうちクッキ
ング需要に応えるため、小さな子供でもクッキーを作ることができるクッキー生地の冷凍販売を新た
に開始する。 南島原市商工会

石川県 ウーブンナック株式会社
当社の製織技術と代表がこれまで培ってきたデザイン提案力を活かし、地元企業や個人向けに
デザイン性の高い布織品製造やその他ブランディング支援事業を新たに行う。工場内にアトリエ兼
商品写真撮影スタジオを設置し、自社の魅力発信に悩む事業者の課題を解決する。

石川県商工会連合会

大阪府 株式会社エムアンドエフコーポレーション
地元堺市に住む個人顧客を対象に、高付加価値リフォーム業を新たに展開します。
堺市は大阪のニュータウンとして栄え、団塊の世代を含んだ60代以上が多い地域です。そのため
リフォーム対象の家屋も多い。

経営システムコンサルティング事務所

広島県 株式会社新川
モデルハウスとしての機能を果たす宿泊施設（タイニーハウス）を建築し、宿泊事業としての収益
化だけでなく、タイニーハウス建築等に伴う民間工事の受注に繋げ既存事業との相乗効果を見
込み、公共工事依存からの脱却を通じた法人としての経営基盤の強化を実現する。

行政書士中嶋事務所

京都府 株式会社サンセリテ
これまで出来なかったクラシックスタイルフレンチのテイクアウト事業を始めることにより、新たな顧客
を獲得し、自社の売り上げ拡大に貢献できる事業へと発展させる。また、スタッフの技術向上とモ
チベーションの向上へ繋げることでスタッフの定着率と新規採用効率を上げていく。

京都商工会議所

神奈川県 有限会社大和館 箱根町初の「寺子屋旅館」創造に向けて、遊休スペースをリノベーションし、新市場客を開拓し、
地域貢献及び旅館売上向上を図る。 小田原箱根商工会議所

島根県 有限会社ベレーム
将来の美容師育成に向け、実店舗で様々な知識や経験を習得できる学生専用アパート運営。
地域雇用創出増加を目指した美と健康をテーマとしたトータルビューティサロンの提供。 株式会社島根銀行

静岡県 有限会社佐藤オート
アメリカの中古車市場における「25年ルール」が適用される日本車の中で、アメリカからのオーダー
に沿って該当する中古車をオークションや地域密着のネットワークで取得し、必要に応じて修理・
修繕しアメリカに輸出する。

静岡県商工会連合会　沼津市商工
会

長野県 有限会社長野ブライダル
「店舗のフォトスタジオ空間化」を行い、レンタルスペース業へと参入する。
弊社店舗を写真や動画を撮影した際に映えるお洒落なフォトスタジオ空間化し、誰もがそのスタ
ジオを使用して自由に撮影を行えるようにするための取組である。

茅野商工会議所

広島県 桂屋産業株式会社 ミシュランガイドの広告代理店として地域内のインバウンド需要に貢献すると共に、世界基準の
サービスノウハウを観光（ホテル・飲食店）需要創出に還元できるようにサービスを展開します。 株式会社西日本シティ銀行

佐賀県 株式会社佐賀セントラル
来春オープンする佐賀駅構内のテナントで、地域ブランド牛の肉質を活かした料理をテイクアウト・
デリバリーで提供し、佐賀駅を起点にブランド牛の魅力作りとPRを行う。駅周辺のランチ難民に日
替りでエリア配達を行いランチから精肉ギフト需要を獲得する

佐賀県商工会連合会

埼玉県 有限会社小谷螺子製作所

①持続的成長　②収益性向上　③売上収支安定を目指す
・歯車業界の取引先敷地内に工場移転
・導線・職場環境見直し
・洗浄乾燥機導入
・図面等のデジタル化、材料・製品在庫管理のＩＴ化
・高同心円率測定具導入

鴻巣市商工会

新潟県 株式会社エンテック 本事業において竪型圧縮成形機を導入し、今まで加工ができなかったシリコン部品の生産を開
始し、半導体部品におけるシリコン部品の受注を獲得していく。 燕商工会議所

大阪府 株式会社シミズサンプル

弊社の基本である内職者の減少により仕事が思った様に進まなくなって来ています。　　就労施
設を開所することで今までに無い人員の雇用によりの見本帳作成や新たに建材のピッキング梱包
作業等の内製化、生産性向上を図り、地域の雇用・社会貢献を果たして行きます。 京都信用金庫門真支店

北海道 有限会社はたご家
昨今、国内で年間を通じて最も冷涼と言われる釧路市でも温暖化が顕著である。省エネ型空
調システム新鋭化により年間を通じて顧客に快適な飲食空間を提供し、顧客サービス高度化と
高騰する燃料コスト最小化の両立を図る。

ファーストコンサルティング株式会社

兵庫県 株式会社神港フラワーセンター

自社で生産した農作物を既存のフラワー事業とコラボレーションして提供できる店舗をあらたに出
店し、食の市場の顧客の新規開拓・販路拡大を目指します。また、大手企業に劣らない自社ア
プリを開発しSNSを駆使した情報発信できるようにします。 福田税理士事務所

山形県 有限会社サガエ染縮工場

弊社経営資源活用し、日本犬の中で犬の認知機能障害（以下、CCD︓canine cognitive
dysfunction)発症率が多い秋田犬専門に、この犬をCCD各症状放置にて終生飼育ではな
く、犬飼育に関する各種有資格取得済でかつ長年の秋田犬飼育の中で確立された理論で
CCD回復緩和経験をもつ承継者が中心となり、単年度でCCDからの回復・緩和を図り、飼主が
再び飼育できる喜びを享受することを事業目的とする国内初老犬ホームを新設し経営革新を目
指す。CCDの進行が早く回復緩和見込みがない場合のみ終生飼育する。

山形県商工会連合会寒河江市商工
会

愛知県 有限会社大伸 ステンレス治具の自社規格品の製造・販売に着手し、WEBでの販売と企業認知の拡大を目指
す。 名古屋商工会議所
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鹿児島県 有限会社タイムリー厨設
飲食店開業に伴う、物件の選定や店舗コンセプト、メニュー開発、ブランディング、厨房以外の設
計・建築・施工等、新規開業する上で必要なことのコンサルティング及び実務サポートを行う「店
舗開発のプロデュース」の取組

鹿児島銀行宇宿支店

北海道 森谷食品株式会社
製造した要冷蔵食品を最終検品前に20～30℃のカビ等雑菌が繁殖し易い環境に一定時間
置くエージング工程を導入することで衛生管理を強化し顧客の信用力を得る。 ファーストコンサルティング株式会社

愛知県 有限会社三寿園
「三寿園団子・三寿園バームクーヘン」の販売強化事業。既存工場の生産機能を高め、作業平
準化、生産性向上を図るとともに、商品力を強化した専門店の新設とOEM事業により売上拡
大を図る

愛知県商工会連合会

宮崎県 株式会社田中書店 農産物直売所と地元料理の味付けした惣菜・弁当の製造販売を書店内で新設することにより、
『食』をテーマとして地域の書店として特色を出す。 株式会社　宮崎銀行

京都府 曙産業株式会社 海外企業とのネットワークを用いて新たにPB商品開発部を立ち上げ、新規顧客と販路を開拓す
る。 株式会社ＮＫＫソリューションズ

和歌山県 株式会社　栄幸
既存事業の通所介護に加え新分野である訪問介護事業に参入し事業規模拡大を図る。現状
の訪問介護業務に加え多様な保険外サービスも付帯し地域の同業者に無い特色を付け販路
拡大を促進させる。

田辺市商工会議所

岐阜県 株式会社ウメショウ
結婚相談所を開業し人と人をつないで幸せを生み出す婚活ビジネスを行います。地域で商売し
て72周年の老舗呉服屋だからこそのお客様との深い信頼関係を基盤にいままで培ったネットワー
クを最大限活かして経営革新として取り組みます。

岐阜県商工会連合会　大野町商工
会

滋賀県 有限会社宝船温泉
音楽スタジオを新設し、レンタルスタジオを新たに展開します。そして、当旅館の強みである「若女
将」のキャラクターや「温泉」、「地産地消の料理」などのサービスと有機的に連携させ、新たな価
値を創出します。

滋賀県商工会連合会（高島市商工
会）

北海道 株式会社オートサービスヤマグチ
不稼働資産を活用して、長距離輸送の業務特性に応じたトラックドライバーステーションを開設
し、物流ネットワーク24時間サポート体制の構築により、新たなトラック整備修理受注を創出す
る。

北海道商工会連合会（広尾町商工
会）

熊本県 有限会社五木屋本舗 新店舗五木屋本舗熊本空港店にて九州産原料にこだわって作る既存商品を新規格・新提供
方法で販売し収益構造の改善と販路拡大(主に海外)を同時に行い黒字化をする事業です。 五木村商工会

大阪府 株式会社モノリート

自社ブランド商品「ジムクロス」を、モール型サイトのみの販売から、新たに自社ECサイト販売を加
え、新商品を開発し、スポーツウェア向き商品と気軽なリ（楽天等）ラックス・ルームウェア商品で
販売増加していく。

特定非営利活動法人関西事業支援
機構

東京都 株式会社Ｂｒａｃｅ
DXに資する矯正治療専門オンライン診療サポートの提供により、矯正治療に特化した一気通
貫の「総合的な治療管理システム」を提供(販路開拓及び拡大)することで、歯科医院の業務効
率の改善はもちろん、延いては患者の矯正費用の負担軽減を実現するものです。

株式会社リアルコンテンツジャパン

高知県 有限会社カワムラ手袋
国内における衣服用ニット手袋製造業事業者の廃業が進んでいる。そこで、当社では自社オリジ
ナルニット手袋製造事業を新設し、国内における安定供給体制の確立、雇用の維持を実現し、
中長期的に安定した事業の発展を目指す。

株式会社高知銀行

福井県 有限会社マーベル

マシニングセンタにて樹脂製メガネフレームを削り出す(型抜き)工程において、現状は人の手で
ワークの脱着を行っているがロボットアームを導入することで自動化・無人化し24時間稼働を目指
す 福井信用金庫

岐阜県 有限会社呉服の鈴屋

販売を主とした呉服店としてだけでなく、地域が力を入れる観光と絡めた新規客に向けて着物の
着付け、着物を着ての街歩き、本格的な写真撮影ができるスタジオ等の着物体験型エンターテ
イメント空間を整備する。また、既存顧客に対して新たに「着物保管サービス」を提供するととも
に、顧客の了解を得た保管する着物に関して「顧客間着物レンタルサービス」を展開、新規客の
獲得と合わせて全体の集客力向上に繋げ、売上の増加に取り組む。

美濃商工会議所

栃木県 有限会社静和自動車整備工場
塗装前の下地処理はパテで形を成形している。品質や納期は職人に依存され、コロナの影響を
受けていた外注を解消する。本事業で経験の浅い者でも作業が可能となり、生産性が大幅に向
上し従業員の多能工化が推進される。

栃木県商工会連合会

岡山県 株式会社イワバナ
最新型のペット火葬炉を導入し岡山県北部の火葬場では対応できない超大型のペットの火葬
にも対応できるようにするとともに、他社が行っていない夜間の葬儀サービスを提供することでペット
葬祭マーケットの拡大を図る。

津山商工会議所

静岡県 有限会社い志ばし

『地域のお客様へ「食」と「健康」をサポートするサービス事業』
骨密度測定器を導入し、牛乳を配達していないお客様も含め地域に住む一人ひとりに「介護予
防」、「健康管理」をサポート及びアドバイス。健康志向の高い中高年の老若男女をターゲットし
た超低糖質、低温調理とんかつ店の新規開業

青山泰長税理士事務所

新潟県 株式会社清和モールド
高精度3軸マシンニングセンタをリアルタイムに遠隔監視して金型製品面を加工。鏡面化阻害要
因の発生状況と加工機から得られる情報との相関を明らかにし、加工精度と生産性を向上させ
て人による磨き負担を軽減する。

新潟大栄信用組合

熊本県 株式会社アルカ
産前産後のママのケアサービスとして、これまでにない母子の心と体の健康を守る場を別棟をリ
フォームして新設する。助産師、栄養士らとともに、コロナ禍でも周産期を安心感の中でサポート
できるコンテンツを提供する。

熊本商工会議所

宮城県 株式会社こだま会館
顧客・在庫管理システムの導入により、手作業で行っている受注から請求・領収書等の発行業
務をデジタル化する事で、業務の効率化を図ります。また、顧客の趣向を数値で把握することで
食品ロスの削減も狙います。

行政書士千葉事務所

京都府 株式会社大西常商店
製造問屋から製造販売業態への事業転換を実施。①製造の内製化②自社ブランド商品開発
③店舗小売場所の刷新を重点取り組みに設定。「作り手や製造工程が見える」売り場を実現
し、ストーリー性のある商品を買い物客に訴求します。

株式会社京都銀行

兵庫県 鷹野拓也 新型コロナウイルス感染症等の影響によって多様化した顧客ニーズに対応する食空間創り及び、
お一人様プランの創出。 豊岡市商工会

香川県 総合福祉サービス株式会社 社内の受発注業務をDX化する。同時に事務業務のデジタル化に取り組みむことで新サービスの
創出、売上拡大に繋げる。 株式会社百十四銀行坂出支店

神奈川県 株式会社山家荘
宿泊施設「箱根温泉の湯離れ山家荘」が有する木造家屋を、ブランディング、ブランディングに
沿ったリニューアルを行い、高付加価値化を図り、客単価、稼働率を上げ、事業を安定・拡充す
る取組

小田原箱根商工会議所
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