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静岡県 坂野友哉
最新の診療機器を導入し最新の獣医療を提供する。また、労働環境を改善し動物看護師の雇
用と育成を推進する。

静岡県商工会連合会

大阪府 株式会社セブンオーシャン
経済産業省が推進する特別管理産業廃棄物（PCB）の収集・運搬の業務推進による地域の
安心・安全の確保と再事業展開のよる活性化、雇用の増大の実現。

森川税理士事務所

千葉県 株式会社アネシン
増大し続けるペット関連マーケットへの参入の手段として新たにペット保険に参入し、同時に「地域
の拠点代理店」となるべく仲間が集まって仕事を行える「次世代オフィス戦略」をもとに事務所の改
装を行う。

成田市東商工会

岐阜県 株式会社渡辺組
自社の施工管理能力が最大限に発揮できる、施工管理から実際の施工まで一貫受注できる体
制を構築し、高速道路整備により今後加速すると予想される進出企業の建設工事の委託受注
の獲得を目指す。

安八町商工会

静岡県 齋藤隼人
作期の異なる品種の組合わせとスマート農業による生産性向上を図り、後継者不足や耕作放棄
地の増加といった地域課題の解決につながる新たな農業サービス「農業代行サービス」に取り組み
ます。

御前崎市商工会

愛知県 岡本直昭

1.オーブンの買替え（補助対象外事業）とプレハブ冷蔵庫（補助対象事業）の導入
2.委託販売から自社店舗での小売販売のための店舗改装（補助対象事業）
3.特産品を使った新商品開発と販路拡大による地域の認知度アップ
4.協力店との業務提携

愛知県商工会連合会　田原市商工会

佐賀県 井上健一

従来の冷凍・冷蔵製品の食品製造事業から、化学調味料を使わない高品質の炊き込みご飯の
素等の開発をはじめとした常温製品市場に対しての新分野展開に取り組むとともに、既存製品の
製造工程の品質向上及び生産性向上を図り、安全・安心して当社製品を食していただけるサー
ビスを提供することで売上高向上、販路拡大を図る。

佐賀県商工会連合会　唐津上場商工
会経営支援センター

和歌山県 濱田武志
イートインスペースを確保し、地元の強みを活かしたカフェメニューで顧客の維持、新たな顧客獲得
を目指す事で販路開拓し、売り上げアップを見込む。

白浜町商工会

愛知県 服部純
お米の店頭販売において、経営革新により商品の品質向上や改良、販売方法を変更することに
より、新規顧客を獲得、継続購入の利用を頂くことで売り上げの向上に繋げていく。

名古屋商工会議所

北海道 北海道拓殖バス株式会社
新得町内にある営業所敷地内において、原木シイタケの収穫体験や北海道拓殖鉄道の遺構の
発信、キャンプサイトの運営等、敷地内で楽しめる観光農村事業を行う。

株式会社エントライズ・マネジメント

石川県 株式会社ホクビ
これまで自社商品であるベビー歯ブラシ「HAMICO」の国内外での販売を通じて培ってきたベビー
用品販売のノウハウを活かして、新たに今まで日本になかった高機能・高品質な「哺乳瓶」の国内
販売に取り組む。

野々市商工会

埼玉県 株式会社キハラ
ドローン活用による事業領域拡大、生産性向上を狙う。第一に3D点群データ収集・処理能力構
築により土木大型工事への参入を図る。第二に建築物点検業務への進出と修繕業務受注拡
大、外注積算業務の費用削減を図る。

鴻巣市商工会

東京都 有限会社篠原演劇企画

これまでチラシ等アナログ手法中心であった広告・マーケティング体制のデジタル化を図る。具体的に
は、動画によるSNS広報とアプリ活用によって、新規顧客層の開拓を図り顧客の属性分析が行え
る体制とする。

嶋津幸男

宮城県 株式会社木材スーパーエンドー
既存事業で培った安く仕入れるノウハウ、販路を拡大するノウハウを生かし新たに農業をはじめよう
と思います。販路は既存の事業でも利用している紙媒体、web媒体を使って広告を出し、自社の
営業リソースを活用してエンドユーザーや企業に販売します。

株式会社七十七銀行

山口県 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社
歯ブラシの市場は競合が多く、将来性がないので、小児の口腔機能訓練用具（発音、摂食、歯
並び等の発達障害を予防する）及びペットの口腔ケア用品という専門性の高いニッチな市場での
リーディングカンパニーを目指す。

株式会社西京銀行

愛知県 愛豊工業株式会社 乾式靴底エアブロー装置の開発 津島商工会義所

茨城県 江沼電機工業株式会社
本事業では太陽光パネル専用の高速自動洗浄ロボットを導入し、太陽光発電システムを所有す
る企業・個人の多い茨城県においてニーズが増えている太陽光パネル洗浄の新しいサービスを確立
する。

ほんとうのこと経営研究所

佐賀県 ＳＫＹグループ株式会社

①券売機の導入により店内滞留時間の短縮になるクイックサービスを行います。②(①にて)スタッフ
の労力軽減を図りそれによる余力を冷凍餃子製造に充て、店外でも24時間365日買える冷凍
自販機の導入にて売り上げの増大を目指します。③小上がりの畳のスペースを撤去し券売機を設
置します。

税理士法人アップパートナーズ

奈良県 有限会社奈良デンタルタイコニウム
歯科技工士による従来の手作業からミリングマシンの夜間自動運転や遠隔（リモート）操作によ
る省人化でデジタル化（自動化）を行い、加工精度および製造効率向上を図り⾧時間残業是
正と歯科医院での咬合調整回数の低減や患者の審美的満足度向上を図る。

加藤中小企業診断士事務所

埼玉県 株式会社ニィニ
保護着物（古着）を活用したリメイク製品を中心に、衣料品レンタル事業を展開。結婚式出席
用ドレスやビジネスシーンでも活用できるスーツ・ワンピースなどを自社既存顧客、協力クリーニング
店経由、ネット経由で提供。

秋田舞美

徳島県 有限会社阪心興業
製紙工場の木材チップ、製造工場の木質燃料・RPF固形燃料を回収する循環輸送事業に転換
する。ウオーキングフロアーシステム搭載ボディを用いて積載量の増加、安全性向上と作業時間短
縮による生産性向上を目指す。

株式会社ＭＭパートナーズ

⾧野県 有限会社大島電子
手作業を得意としてきた当社ノウハウを活用し、人工衛星のアンテナ展開用モータに用いられる角
度センサの巻線事業に取り組む。現状作業領域がないことから、工場増設し対応する。

飯田信用金庫

山形県 有限会社庄司製麺工場
日本食ブームを背景に海外の日本そば需要が高まる中、新たな乾麺工場の整備により、インバウ
ンド客や海外市場といった成⾧市場向けに乾麺の新商品を展開することで経営革新を実現し、
中⾧期的な事業継続を図ります。

ランフォワード経営戦略オフィス　室岡庸
司
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大阪府 株式会社アベニール
最新設備の導入により、監査業務の大幅な効率化に取り組みます。効率化によって生じた時間を
使い、配薬サービスの対応力を向上させるとともに、「薬中心の対物業務」から「患者中心の対人
業務」への転換を図ります。

株式会社共立コンサルタント

兵庫県 株式会社ビザージュ
既存事業の放課後デイサービスに加え、日中一時支援・短期入所事業に参入し、事業拡大を図
る。放課後デイサービスで特化している運動療法を積極的に取り入れ、小規模施設ならではの
「1to1」のサービスで障がい児・者の健康維持や自立をサポートする。

西谷友香里

大阪府 株式会社BUIVER
既存求人アプリと連携したバーチャルによる転職フェアサービスを3Dモデリング技術を研究して開発
する。
またその過程に至る成果物を教材として教育事業にも参入する。

りそな銀行　御堂筋支店

大阪府 MSP株式会社
大阪のアメリカ村で運営されるカメラマンのいない非対面型サービスであるセルフ写真館
「CUTECHERRY STUDIO」の事業承継とフランチャイズ本部として全国展開

税理士法人FAパートナーズ(北浜支
店)

徳島県 石井自動車学校株式会社
オンライン学科教習の導入により、新たな顧客層（免許未取得の社会人等）を開拓し、売上拡
大を図る。さらに学習精度の向上による交通違反・事故の低下に寄与する取組。

加藤　祐輔　(ao.)

岐阜県 八州製作株式会社
流動解析シミュレーションソフトを活用し、ダイカスト鋳造解析（湯流れ解析、凝固解析、金型温
度解析）結果に基づく金型の最適設計提案

羽島商工会議所

静岡県 キンパラ株式会社
学校制服のリユース事業に参入することで、低価格の学校制服を求めるニーズへの対応、環境問
題への貢献をすると共に、自社の既存事業の課題解決や自社工場の生産性と人員の待遇改善
につなげ、地域社会にも貢献する。

袴田　淳

佐賀県 有限会社田中商会
休業中である簡易宿所事業を廃し、建物を改装してグランピング施設（旅館・ホテル事業）を運
営します。簡易宿所では原則的に食事を提供しない為に相乗効果が薄かったものの、新事業では
食事の提供が前提となるため、日本料理店事業の立て直しにも貢献します。

税理士法人アップパートナーズ

東京都 株式会社久月
労務管理の効率化推進（DX)。当業界の繁閑の差が大きく人事・労務をアナログで行っているこ
とに非常にコストがかかっているので、それをデジタル化して業務効率化したい。

税理士法人旭総合事務所

茨城県 稲石豊
コロナ禍においてもお客様が来店したくなるような魅力的な店づくり「大洗らしいグルメスポットの精肉
店業態」を行い、収益性の向上と新規顧客獲得を図る。

大洗町商工会

福岡県 株式会社森園芸場

事業承継を契機として当社の理念である「木」を通じて環境を創造していくことのできる当社の経
営革新事業として樹木診断事業へ着手しました。高所で対応が困難な天然保存樹等の巨木
（２０ｍ超）にも対応可能な樹木診断サービスを今までの顧客である一般個人や民間事業者
とは異なる、自治体や神社仏閣といった巨木の管理者向けに提供します。

福岡商工会議所

岐阜県 株式会社きずな
本事業は、承継者の得意分野で知見・経験のある障がい者向けサービスに選択と集中を図り、競
合他社の放課後デイサービス事業者にはない運動支援サービスの強化と周辺事業の展開で自社
の成⾧基盤構築と地域経済の発展を図る取組みである。

松井洋治

宮城県 株式会社エムコーポレーション
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し食材の冷凍
を仕組み化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

⾧野県 ⾧野印刷商工株式会社
本取り組みは、別会社で積んできた経験をもとに、⾧野市の地域のニーズに合わせた形でベビーカ
ステラの事業を始め、新たな事業領域の確立を目指すものです。

小林大登

⾧野県 有限会社ライフワーク
現在市場規模が拡大している「社会人（リカレント）教育」の領域で、動画を中心とした学習コン
テンツを開発し、主にオンラインでの販売を行います。

株式会社八十二銀行

埼玉県 油機工業株式会社
新製品「ローディングアームECO(仮称)」を開発し、従来は対応できなかったバイオマス燃料の輸送
へと対応します。超大手であるコスモ石油、三菱ケミカル、住友化学といった企業への更なる販路
開拓が可能となり、製品提供を通じて社会の脱炭素化の進展にも寄与する事業です。

株式会社　武蔵野銀行　北本支店

福井県 株式会社木だて家
幅広い世代に人気の平屋等で、地産地消の住宅建築を行います。
建築デザイン＆住宅性能×集客手法をブラッシュアップし、これからの30代に支持される自社プロ
デュース・ブランディングを取り組みます。

越前市商工会

埼玉県 株式会社ＩＳＩシステム
フィットネスジムを開業し、肉体労働者の健康管理をサポートする取り組みで経営革新を図る。地
域の肉体労働者の健康管理を行い、地域の経済貢献をしていく。

坂本コンサルティング株式会社

福岡県 有限会社森松尚文堂
近隣地域のどこにもない「絵本・児童書の品揃え」を整備すると共に、カフェ等の提供や２Ｆ空きス
ペースでは「絵本や子育てに関連した」新規サービス・イベントの実施。子育て中のママ達も楽しめ
る場を提供して売上向上を図る。

大牟田商工会議所

三重県 有限会社辻傳煙火店 プログラミングを用いた花火打ち上げ演出の拡大に伴う既存顧客維持及び新規顧客の開拓 伊勢商工会議所

石川県 森の窓株式会社
非住宅建築物向け防火対応の木製サッシ（能登ヒバを使用）を新たに開発し、販売していくこと
で、新たな事業の柱を構築する

宝達志水町商工会

東京都 Revive　Partners株式会社

経営者交代以前の当社の事業は、日本語教育教材や教育プログラムの開発及び運営の事業を
行っており、外国人人材を扱う企業等をターゲットに従業員の日本語能力の測定や向上を目的と
してサービスを展開していた。経営者交代後は、日本語教育業界に根差しながらも、ターゲットを
日本語教育機関に絞り、また、外国人の日本語能力にフォーカスするのではなく、より広い視点で
無形商材を扱うビジネスへと転換した。これにより、当社が培ってきたノウハウは残しながら、市場を
広げ、単価も上昇させることに成功している。

株式会社アカウティングプロ

福井県 有限会社クリエ
承継者の強みである世界最高峰と言われる技術を活かした新事業「高級腕時計の修理サービ
ス」を行い他店との差別化を図り、高級腕時計を修理する為の店舗を増設し生産性向上及び顧
客満足度向上を図る。

武生商工会議所

岐阜県 有限会社フォートミズノ
高い品質とセキュリティ技術で提供する撮影サービスを更に高め、DXの兆しを先取りし、他社に先
駆けて、立体データの活用も視野に入れたフォトサービスを、スピード感を持って提供していく。

岐阜県商工会連合会（笠松町商工
会）
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岡山県 株式会社一尚

予約販売システムを導入し、事前予約によるピーク時の混雑の解消や顧客情報の収集及び分析
を行い、リピーターの増加、新規顧客の獲得をする。勤怠管理給与システムを導入し、事務作業
を効率化し労働生産性を向上する。

税理士法人久遠

沖縄県 遠藤麻紀
これまで当社に来店されることが少なかった県内在住の若い方や観光客をターゲットとしたご自宅で
食べる、または贈答用の沖縄料理の製造、販売を行う。

竹内成人

愛知県 トラストジャパン株式会社
これまで種々雑多なゴルフ用品の販売が主であった店舗事業形態を刷新し、①会員制ゴルフサロ
ン事業、②フィッティングサービスを伴うゴルフシューズ専門店化により収益性の飛躍的向上を図る。

佐藤裕之会計事務所

広島県 中原建設株式会社

実験的に取り組んだ放置竹林の竹チップによる防草事業を本格的に始動する。牡蠣養殖イカダに
よる牡蠣イカダ竹チップを製造し、施工する新分野展開とする。そのための竹チップ一時ストックヤー
ドとして倉庫を当社敷地の倉庫を改修して設ける。竹チップの施工は当社の重機等を用いて行
う。

呉広域商工会

福岡県 株式会社ユーアール
在庫管理アプリは、GPSやバーコードによる正確な在庫管理が可能で、倉庫の俯瞰図から場所指
定もできることから、在庫の管理効率化が期待できる。業務の効率化やコスト削減に貢献し、経
営革新につながる商品である。

福岡商工会議所

大阪府 雄工精機株式会社
これまでは、ハム・ソーセージメーカー等食品業界向けにマイクロ波加熱装置を製造してきたが、食
品メーカ外から代替食品の問い合わせが多いが現状の装置では対応ができない。その背景には食
料不足、脱炭素があるため、早急に代替フード向けの装置開発し売上向上につなげる。

東大阪商工会議所

福岡県 株式会社永本建設

代表の中小企業診断士の資格や商工会等での⾧年の中小企業支援や融資相談の経験を活
かし、事業者への融資向け事業計画作成支援も含めたリフォーム事業を行う。あわせて、デジタル
技術を活用し、デジタルに対応した面談（打ち合わせ）やデータの取り扱い等についても実施す
る。

福岡商工会議所

神奈川県 有限会社双葉印刷所
高付加価値出力が可能な先端的デジタル印刷を用いた会社案内等制作や先端VRカメラ技術
の３Dオフィス動画の制作等により、中小企業の魅力向上と雇用のミスマッチ防止に繋がる人材獲
得支援の企画提案サービスを行う

かながわ信用金庫

高知県 株式会社トラスト建設

地域に多く存在する資源、既存建築物を新築当時の姿にする、一般的な原状回復型リフォーム
ではなく、現在の性能基準へ更新することで、これから使う人の生命と健康を守り、さらに今の用途
にあったデザインと間取り・空間へリフォームし、再活用を行う。「革新的なリノベーション事業」を、私
たちが、その地域の建設会社としての使命と存在価値と考え取組ます。

株式会社高知銀行

石川県 宏文印刷株式会社
最新型断裁機を導入し、生産性向上と品質向上を進めながら新たな取り組み【①ニーズ変化に
対応した新たなダンボール製簡易祭壇の開発②ノウハウを活かしたペット葬儀市場参入③広報誌
の営業強化】を実施する。

美川商工会

徳島県 おかげさま株式会社

早成桐の種苗を仕入れ、廃業した農家の田にて育成。農家には管理委託と土地賃借料を支払
う。育成管理にはデジタル技術を活用して当社が実施。育成後の桐は伐採後に地域の製剤事業
者に製造を発注し、建設事業者や家具メーカーに販売。育成期間中のＣo2吸収量については
J-クレジットを活用して資金化。

加藤　祐輔（ao.）

⾧野県 株式会社⾧姫
無人航空機（UAV)レーザー測量機器による3次元測量から設計・建設コンサルタントまで一貫
した3次元データ管理と精密な請負業務の実行によるインフラ分野におけるDX推進への挑戦

飯田信用金庫

三重県 星野美沙希
新店舗兼製菓室を新設し、既存の和菓子に加え洋菓子についても取り扱うアイテム数を増やし、
かつイートインスペースを設けてこれまで当地域になかった新たなサービスを展開し、地域の豊かな
暮らしに貢献する。

三重県商工会連合会(松阪香肌商工
会)

鳥取県 有限会社おかわり

1.　菓子部門、EC活用による自社強化ポイントの明確化、及び戦略的な認知度アップと商品の
ブランド化。実演可能な移動型店舗車の導入による新たな市場開発。2.　輸出部門、対面によ
る買取店舗の新設。これにより目視での商品状態の確認が出来、尚且つ今までの仕入手数料が
削減が可能。

森・齋藤税理士法人

神奈川県 三ツ和商事株式会社
最新フレーカーの導入により、原材料の破砕レベルが均質化され、破砕・溶解・混合工程の安全
性や労働生産性、炭素生産性を向上させる取組になる。

ベイヒルズ税理士法人

東京都 PPP株式会社
SNS運用代行サービスの新規提供による顧客への提供価値の向上、及び東京23区の若年層へ
向けたSNS、WEBを通じた交流サポートを狙う取組

坂本コンサルティング株式会社

佐賀県 佐賀冷凍食品株式会社
本取組みにおいては、異常気象や世界情勢等の取り巻く環境の影響を受けた価格高騰や、アフ
ターコロナに向け、地元食品メーカーとの連携を新たに取り組む。地元食品メーカーと連携し県内
外のスーパーをはじめとした小売店でローカルフードコーナーの展開に取り組む。

佐賀県商工会連合会（小城市商工
会）

滋賀県 有限会社シャロン農園

今回経営革新の品目はブドウです。現在の果樹園は、近江牛生産団地のど真ん中に位置し、口
蹄疫などの防疫対策を徹底し人の流入を制限しなければいけない地域となっており、果樹の最大
の強みである。体験型誘客ビジネスである。『ブドウ狩り』が事業としては、畜産とのミスマッチがあり
ました。今回近江八幡市果樹団地構想に参画し、新拠点に入植する事により、観光事業はとて
も可能性が広がるビワイチルートの湖岸道路沿いに隣接する立地となっており、ここを新拠点に観
光型農業を展開したい狙いがあります。

近江八幡商工会議所

兵庫県 株式会社和コーポレーション
先代とともに築き上げた大手農機具メーカーとの関係性、仕入に係る独自ネットワーク、そして、ア
フターサービスを実現してきたメンテナンス技術を活かして、新たに自社製農機具を開発することで
経営革新に取組む。

兵庫県信用組合

徳島県 株式会社さわ
空港において、災害やシステム障害等に伴う欠航発生時に提供する、ハラールに対応した非常食
用冷凍弁当製造事業に新たに取り組む

株式会社徳島大正銀行
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⾧野県 有限会社関口接骨院福祉サービス
お泊りデイサービス事業新設による接骨院技術を活かした100歳現役を目指すための「自立支
援・介護予防・介護重度化防止」支援

飯田信用金庫

栃木県 株式会社ヴェリー
睡眠に悩みや課題を感じてる方を中心に睡眠改善を目的にした睡眠ケアサロンをオープンし、サー
ビスを提供する。睡眠サロンと家庭用管理医療機器を融合させたフランチャイズ展開事業。

小山商工会議所

愛知県 ⾧屋印刷株式会社
【紙印刷からの脱却】UVプリンターの新規導入と生産性向上のシステム開発で、短時間で、誰で
も簡単に小ロットグッズの製造が可能となる仕組みをつくる。それらを有効活用し、価格競争力を
持った１ロットからの商品の製造、販売を新しい市場の開拓と共に行っていく。

株式会社名古屋銀行

静岡県 株式会社ニッショウ工販

従来の自動車部品金型産業メインからの業態からの脱却を目指す!今後も成⾧が見込める半
導体装置・ロボット機械装置・航空機産業へ参入する為、ファイバーレーザー溶接機導入による新
たな深層部加工技術を開発。より付加価値が高く、尚且つ高難度・高精度の金属加工品を成
⾧分野に売り込み販路開拓を行う。

佐野忠税理士事務所

兵庫県 有限会社大浦フーズ 牛ミノ(牛第一胃)の電解水を利用した殺菌方法を導入することによる食品ロスを減らす取り組み 加古川商工会議所

徳島県 有限会社栄興自動車販売 電気自動車の整備事業への進出／夜間対応サービスの開始による利便性向上 加藤　祐輔（ao.）

静岡県 株式会社湖西機工

高精度3Dスキャナ、3Dプリンタの導入による設計・加工から、
①カーボンファイバー等の難加工素材への対応、
②取引先・当社ともに切削工程を無くすことによるカーボンニュートラルへの貢献、
③社外外注費の原価削減による収益化

遠州信用金庫

栃木県 有限会社ひしや呉服店
週末は観光客を対象とした型染体験教室の開設、平日の空時間つまみ細工、ちりめん細工など
のカルチャー教室やサークルに作業スペースをレンタルします。

金田崇税理士事務所

島根県 株式会社つぎと出雲
島根県の出雲という田舎地域特有の農村、漁村等に眠る地域資源（文化財、食材、体験、地
域住民とのふれあい）を最大限活用した古民家宿泊施設の運営を行う。

中村晃

⾧野県 有限会社戸崎鉄工所
3Dスキャン・モデリング・技術を駆使したプラント工事の現況計測から計画・設計・諸官庁手続き・
製作・工事までをワンストップで提供する新たな付加価値の提供

飯田信用金庫

京都府 株式会社神戸珠数店
香港においてモール型ECサイトに出店し、越境ECに乗り出す。香港及び中国国内の一般消費者
に向けて「珠数型アクセサリー」の小売販売事業を行う。

株式会社NKKソリューションズ

大阪府 株式会社タナック

ラベル等の機器・システム・保守のメーカー及び商社である当社が、『RPA受託開発』に取り組む。
印刷業種および化学製造業種に対してRPAを活用したシステム提供～導入・運用サポートを提
供し、顧客の業務効率化等に貢献。これら一連の『RPA受託開発』に伴う事業活動により、自社
の経営力向上および業界のDX普及を目指す取り組み。

大阪商工会議所

北海道 株式会社月永組
BtoB領域における大規模建築物で培った型枠工事技術を活かして、個人向けRC造住宅販売
事業に進出し、BtoC領域での新たな事業モデルを構築します。

株式会社シャイン総研

愛知県 株式会社ブイズビジョン

昨年立ち上げたオリジナルネットサービス【メモリーズスキャン】を顧客のニーズに対応するため、対面
サービス化を行う。また、多くのお客様に対応するために、業務管理システムの導入、窓口業務のフ
ランチャイズ化も行っていく。

平家勉

埼玉県 株式会社篠崎運送倉庫

次世代型木造倉庫のパイオニア企業” として ”唯一無二の物流企業” を目指す
日本で唯一の「次世代型木造倉庫」を持つ企業として、独自のブランドを形成し、積極的な事業
拡大を目指す。

鴻巣市商工会

東京都 株式会社ミューテック３５
自社の精密加工技術を使ってアクセサリー事業を展開する。この商品は顧客のデザイン要望を織
りこんだオーダーメイド型で、またそこに言葉のメッセージを刻印するという、新しい発想の商品であ
る。

日野市商工会

福岡県 株式会社アラト

ターゲットとなる海外地域の食習慣や世情に合わせたマーケット・インの発想で商品開発並びにバ
リューチェーンの設計をおこない、福岡市を代表する産品、明太子ならびにその加工品の分野でマ
ルタ共和国の市場を攻略するマーケット・インの輸出事業をオンラインならびにオフラインで実施す
る。

株式会社北九州銀行　天神支店

北海道 大鎌電気株式会社
当社は公共工事業で成⾧したが、コロナ渦により受注が減少。そこで、「住まいのおたすけ隊」フラ
ンチャイズに参画し、ZEHやIOT住宅を進めるスマートホームサービス事業に新規参入し、拡大・
発展させる。

北洋銀行

和歌山県 初櫻酒造株式会社

大量注文に対応できるよう打栓等ラインを自動化する。日本の酒市場は縮小気味で、国税庁の
もと業界は海外販路開拓を進めており、弊社も取り組む。海外からの注文は一時期に大きな注
文であることが多い。弊社の製造現場は、現在は手作業で実施している業務が多く、大量注文へ
の対応が難しい状況にある。そこで、事業承継をきっかけに自動化をはかり、経営革新を図る。

かつらぎ町商工会

愛知県 株式会社名古屋精密金型

開業以来、石油由来のプラスチック成型金型を主業としてきたが、近年SDGSへの関心が高まる
中、新たな経営の柱として脱炭素事業への取り組みが必要とされる。カーボンニュートラルの鍵とな
るバイオプラスチックについて、次年度より量産可能性の研究開発に着手し、近未来社会のニーズ
に合わせた新たな市場開拓を目指す。

山田コンサルティンググループ株式会社

静岡県 スマートグリーン株式会社
耕作放棄地を再生し、自社ブルーベリー農場を開設することにより、生産・加工・販売まで手掛け
る６次産業化を図ることにより、地域雇用の創出、地域の特産品を生み出し、地域社会へ貢献
します。

川田英史

兵庫県
特定非営利活動法人兵庫県フットサル
連盟

フットサル施設の運営を買取り、改修、運営する。日本標準産業分類8041のスポーツ施設提供
業に新たに取り組む。フットサルチーム向けの施設レンタルを中心にバスケットボールチームへのレンタ
ルなども対応する。フットサル連盟加盟のチームに対しての優先利用などにより、法人の特性を活か
した収益確保を図る。

株式会社KJソリューションズ
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