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愛知県 祖父江英明

歯科業界では、患者の検査や治療、さらにはカルテのデータ化、さらには予約・決済やホームページ
での情報発信など様々なところでデジタル化が急速に進んでいるが、当院では、ほとんど手をつけて
いない。事業承継を機に「院内デジタル化の推進」と「デジタル技術を駆使した新たなインプラント治
療サービスの展開」に取組む。

村上公認会計士事務所

愛知県 日本紡織機械製造株式会社
リング撚糸機の主要パーツであるリングの仕入れ先供給不安から、当社設備をグレードアップする事
により複合、難加工ができるようになる。更に品質向上、生産性向上を行い、新たな市場に当社
で製造したリングを販売する。

Next朝日税理士法人

広島県 株式会社虎屋本舗

センサーなど複数機能付きの全自動包装機を新たに1台導入することによって、生産性改善と品
質管理の強化を図る。特に本設備は包装ズレ修正、印字機能、検知材自動投入機能などを有
し、HACCPに対応した生産性の高い包装能力により、これまで対応できなかった受注に対応す
る。

株式会社商工組合中央金庫　福山支
店

静岡県 株式会社シスイ
緊急性、確実性が求められる社会インフラに使われているコンクリートの劣化に対し、深度まで非破
壊検査で調査可能な装置を活用した診断と簡易補修を同時に行う「即日診断・着工サービス」を
開発する。

杉山毅

新潟県 株式会社中山製作所
温度調節器を導入することにより、ワークの温度を安定させ、ステンレス鍛造品の高品質化に取り
組むことで、医療機器の製造を行っていく。

燕商工会議所

岐阜県 光和工業株式会社
新たに蓄電池分野に参入し、大容量蓄電池モジュール筐体の改良品製造に取り組む。その量産
体制を構築するために職人技術を溶接ロボットに継承させ、安定品質と生産量拡大を図り、付加
価値額の飛躍的向上を実現する。

公益財団法人岐阜県産業経済振興
センター

岐阜県 株式会社いび自販

産直市を併設した中古車販売事業を行う。修理業として事業を行ってきたが件数の減少、単価
増が困難などを背景に新たに中古車販売事業に参入する。また当社がこれまで獲得できていな
かったファミリー層へのアプローチの一環として、ショールーム内で域内の特産品や農産物などを販売
する産直市を併設し、誘客を図る。

池田町商工会

東京都 株式会社東京繁田園茶舗

「日本茶文化」モノ・コト連動　グローバルEC事業の展開
国内市場向け店舗販売を中心とした既存事業から、新市場としてグローバル市場に取組む
①オンライン起点による小売機能「情報発信・体験価値」へ事業モデルを転換
②海外現地在住（欧州）の日本茶アドバイザー兼テーブル茶道講師とのモノ・コト連動
③国内外EC販売業者のオリジナル商品開発と供給

⾧谷川綱雄

兵庫県 千代田繊維工業株式会社

紙で管理している受発注管理のDX化を行い、業務の効率化を図ります。
　加えて工場レイアウトの変更を行いパーターンオーダーなど小ロットアイテムの生産性を高めます。
効率化により受注キャパシティを増やし、新製品開発に繋げます。
　また、工場見学等を実施し、工場のレイアウト変更をブランディングにもつなげます。

加古川商工会議所

⾧崎県 山田隆史
①新たに内視鏡診療を開始し地域医療へのニーズに対応し事業を拡大する
②電子カルテをはじめ院内ICT化にて業務改善

税理士法人アップパートナーズ

静岡県 今村毎春
おうち時間に楽しめるオリジナルパッケージの枝豆の開発とショッピングサイトの構築を行い、インター
ネットを通じて首都圏へと販路を開拓する。

清水進矢

滋賀県 株式会社林田鉄工

環境問題に取り組む化学メーカーの経済活動の過程で排出される廃材（可燃ごみ、産業廃棄
物等）を攪拌・混練し新たな再資源とする装置を各企業と製作するのに、情報の秘密保持が重
要な要件となることから現行の簡易事務所を機密性の高い事務所に建て替える必要がある。

滋賀県商工会連合会

福岡県 勝屋酒造合名会社
新たに福岡県が開発した「福岡夢酵母1号」を使った『低アルコール清酒（以下、ライト清酒と称
す）』の製造及び販売に係る新商品の開発に取組む。
そこで、上記に関わる酒質保持の高生産設備の導入を計画した。"

ながお中小企業診断士事務所

愛知県 有限会社御田商事
当社の経営理念である「住み良い社会と街づくりに貢献する」の実現に向けて、現在のテナント用
土地建物やワンルームマンション賃貸事業から事業を拡大し、在留外国人を顧客ターゲットとした
「古民家・空き家の再生賃貸」を事業として立ち上げ、新たな市場に進出する。

税理士法人ブレイン

愛知県 聖新陶芸株式会社

陶磁器産業は、分業化により高い生産性を維持してきた。しかし、新型コロナの影響で廃業者が
現れ、サプライチェーン断絶の危機を迎えている。
そこで地場産業を守るべく、当社の事業承継を機会として、廃業予定の協力業者から技術承継
し、包装工程の内製化・機械化を図り、新商品開発及び生産性向上を図る事業を実施する。

伊藤 亜有夢

千葉県 有限会社サンペイ
オリジナルのバッグブランドをECサイトや店舗等を通じて全国に普及させることで、地域経済の発展
に貢献する。また、利益率の高いD2C事業を新たな事業軸として確立させることで、持続可能な
経営の枠組みを構築する。

茂原商工会議所

福岡県 有限会社銘茶園
「日本茶文化の次世代継承」をカジュアルに行うため、主に女性を対象として、本格抹茶を使用し
たスイーツ／ドリンク販売や「コト（体験）消費」など、「日本茶」をより日常的に楽しめる機会を提
供する。

福岡商工会議所

大阪府 株式会社クロセ
高精度三次元測定機の導入により、従来以上の寸法測定の高精度化と検査作業工数の短縮
を目指す。また、写真付きで検査基準が明確な検査成績書を顧客に提供できるので、ウィズコロナ
に合った検査の効率化を目指す。

高石商工会議所

大阪府 株式会社東陽金属工業所
事業承継を機に半導体関連分野へ新たに展開し事業の再構築を図ります。半導体製造装置部
品(配管継手部品)の受注を見込んでおり、数モノ及び高品質な部品製造を実現するため設備導
入を行います。

株式会社共立コンサルタント

⾧野県 有限会社⾧野流通園芸市場 セリのIT化を実現し事務効率、生産性、サービスの質向上を図り事業の発展に繋げる。 ⾧野信用金庫
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新潟県 株式会社さかたや
当社は老舗菓子メーカーですが、エダマメの規格外品を仕入れて蒸しエダマメを製造します。フード
ロスをなくし、生産者の収入を増やし、食卓に便利で美味しいエダマメ惣菜をお届けします。

⾧井寿郎

徳島県 有限会社ニュースカイルート
本補助事業で取り組む内容は、ニーズが高まる観光及びテレワークやワーケーションに対応するため
の客室改装である。現状25室ある客室の一部を改装し、観光・ワーケーション、テレワークのニーズ
に対応する。

松茂町商工会（徳島県商工会連合
会）

富山県 コンチネンタル株式会社
当社をオープンファクトリーとして、企業見学会やワークショップを行い娯楽業へ進出する。最新AR
技術を活用した溶接体験ワークショップを売りに、他社にはない新サービスを提供することで事業化
を達成する。

富山信用金庫　藤の木支店

富山県 片山産業株式会社

当社駐車場内にある老朽化した駐輪場を解体し、温室効果ガスの排出削減に資する電動マイク
ロモビリティ専用ステーションを構築する。当社は、駐車場の高付加価値化と地域活性化を目的と
し、既存駐車場と本設備の組合せにより、駐車場契約者のパーク・アンド・ライドの利用を加速させ
ると共に、駐車場事業所全体での炭素生産性の向上を図る。

堀税理士法人

兵庫県 株式会社ティ・エス・エス
顔認証端末を用いた勤怠管理・入退室管理システムの開発・販売と、それらをオフィスに見立てて
体感できる「仮想DX体感ルーム」を新設し、企業のDX推進に求められる体験価値を設計する。

丹波市商工会

⾧野県 株式会社シセイハンズ
現在1拠点に導入している工程管理システムをネットワーク対応させ複数拠点へ展開する。作業
者の入力時間の短縮、データを活用し、トレーサビリティの確保、作業者ごとの時間のばらつきを把
握し、複数事業所での生産性の向上を図る。

ちえてらすコンサルティング　中村剣

福井県 有限会社案山子
既存店舗に隣接する土地に食品加工場を新たに設置し、冷凍お好み焼き等の製造を行う。周辺
の旅館やスーパー、ECサイトなどで販売を行い、コロナ禍で変化した食文化に対応した事業構造へ
再構築する

福井信用金庫

鳥取県 株式会社ジェミニ物産
前時代的なアナログ型ビジネスから脱却するため、「リネンサプライオペレーションセンター」を構築し、
業務フローの抜本的改革を行ってプロセスの合理化を図るとともに、新たに「医療福祉関連のBtoC
取引」を開始する。

北栄町商工会

石川県 株式会社ミートビック
入荷から出荷納品まで一括管理するシステムを導入し、精肉の個体識別番号や在庫情報等を
正確かつ迅速に販売先に伝える体制を構築する。強みであるきめ細かい対応に磨きをかけ、飲食
小口店の販路開拓を強化する。

鶴来商工会

石川県 有限会社ホッタ
高精度機器を導入し視力検査やレンズ加工の高度化を図る。疲れにくい眼鏡の提供でお客様の
生活の質を高め、他店との差別化や新規開拓を実現する。修理専用窓口の設置等で、時計修
理需要の取込みを強化する。

石川県商工会連合会（鶴来商工
会）

熊本県 有限会社松下釀造場
海外輸出に向けに熊本県産米を使用し、明治初期に途絶えた江戸時代からの伝統製法である
玄米焼酎を今の時代に復活させ商品化を行う。新商品「玄米焼酎」を海外をターゲットに輸出展
開を行って経営革新に取り組む。

水上村商工会

滋賀県 株式会社ツジヤ
田舎立地で、トレンド情報発信の拠点となる店舗をつくり、地域の方に喜んでいただける店舗をつく
りたい
（コストコ再販専門店　＋　テイクアウトスイーツ専門店）

滋賀県商工会連合会(甲賀市商工
会)

神奈川県 有限会社エムシーエス
年々高まる「健康志向」とコロナ感染症拡大以降、ニーズの高い「スカルプケア」部門において、男
性をメインターゲットとした「育毛サービス」事業へ新規参入する。

JINコンサルティングオフィス

⾧崎県 有限会社木村蒲鉾

現在の卸売業(B→B)中心の商売からから消費者へ直接販売(B→C)ができる工場直売店の設
立する。店内にはイートインスペースを設け揚げ蒲鉾の需要が落ちる夏の対策としてソフトクリーム
等の販売も行う。

   ⾧崎商工会議所

⾧野県 株式会社東洋マーク

印刷技術の開発（高画質化）と保有する成形技術の掛け合わせにより、リアルな質感を持つ装
飾パネルを製品化する。その用途としては自動車装飾品を主として目指し、その他化粧品のパッ
ケージ等への適用も検討する。

株式会社⾧野銀行

京都府 吉岡由貴恵
自社製造店舗の２階の倉庫を改修し、アレンジした「ピンと餅」が味わえるカフェを開業。自社の主
力商品である「ピンと餅」の⾧年培った商品の魅力であったり、時代にあった「ピンと餅」の在り方を直
に消費者に伝えていく発信場所を整備し、売上アップに取り組む。

宮津商工会議所

兵庫県 ⾧谷英明
検査専用スペース（専用ユニット）を確保したうえで、最新設備導入により、高精度で効率的な
口腔機能精密検査を実現し、検査後のフォロー体制も強化する。また、市民のために「たつの健康
ステーション（仮）」の実現も目指す。

泉　正道

岡山県 有限会社テシマ電器商会
町の電気屋さんである当社が、家電販売・修理だけでなく、住まいのお困りごとを解決する地域の
総合窓口を開設し、ワンストップでの対応を実現します。

真庭商工会

大阪府 株式会社繁原製作所

現在の製造事業から新規事業として「受託設計事業」を立ち上げます。　EVの減速機に特化した
設計受託から開始し、設計領域を様々な減速機に拡大していきます。現在世界初となる高回転
対応型の減速機の研究開発に取り組んでおり、そのノウハウ（当社の強み）を活かした新事業と
して取り組みます。

株式会社京都銀行鴻池新田支店

千葉県 株式会社サントップ
バラバラに販売・納品していたボルト、ナット、ネジ類を、ねじ込み装置を導入して組み込んだ形にて
販売・納品することで建築現場での施工効率化に貢献できる新商品にするとともに建築分野の顧
客を開拓します。

有限会社アサートアンドトラスト

愛知県 有限会社玉川

①既存の調理施設及び調理設備を改修・更新する。（補助事業対象）理由は、既存の定食
的な料理に加え、地元の慶事客、観光宿泊客にも喜ばれる会席料理を提供するためである。
②配湯が始まった伊良湖温泉を活用し、現在のビジネス利用の客層の他に観光客も含む等客層
を拡大する。（補助事業対象外）

愛知県商工会連合会（渥美商工
会）
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千葉県 株式会社青花堂
日本の伝統工芸を存続と、店舗運営に依存しない新たな市場開拓として、BtoB営業に取り組
み、中⾧期的な法人顧客（料亭や旅館、ブライダルなど）を獲得し、安定した収益確保を目指し
ます。

TM人事労務コンサルティング株式会社

⾧野県 株式会社中島製作所

現在当社で成形している既存の工業部品には厳しい品質要求があり、成形加工ロスから大量の
廃材が生まれている。この廃材を循環させ、オリジナルの生活雑貨･家具･インテリア製品に作りかえ
る生産体制を確立する。商品化に向けた技術提案力向上・コストダウン・配送体制の整備・生産
管理のデジタル化を推し進め、新分野での事業構築に取り組む。

株式会社八十二銀行

香川県 有限会社よこす
本事業は、既存のカット野菜のサイズをさらに細かくした「きざみ野菜」の製造と菌数を減少させる新
たな製造体制の構築により、新たなターゲット（病院・介護施設）へ販路を拡大し、事業承継に
際して事業の再構築を行うものである。

株式会社中国銀行坂出支店

北海道 株式会社池田商店
新築住宅着工戸数が減少する中、需要が見込まれるリフォーム事業を強化するため、広告宣伝
の強化とIT化による社内業務プロセスの改善に取り組む

帯広信用金庫

⾧野県 有限会社岩田屋旅館
当社が所有する旅館の和室部分を改装し、新たにカプセルホテルエリアを設置する。
上田市内にカプセルホテルが存在しないことと、現在増加しつつあるビジネス需要やおひとり様観光
需要を踏まえた新事業である。

髙司浩史

宮城県 株式会社クレア

オンライン上でアンケートを設計、ターゲットに送信し、回答を自動で分析するためのプラットフォーム
を開発、試用する取組みとします。シンプルな質問の調査から、顧客や従業員のフィードバックなどを
体系立てて取得し続け、⾧期管理するような複雑な調査に至るまで、様々なタイプのアンケート調
査が自動で行え、且つ、フィードバックを収集し分析します。近年、SDGｓが進んでいることから、決
算時の非財務レポートにも使用することが出来る。

田中宏司

福井県 たんぽぽ訪問看護ステーション株式会社
空き家を活用し、自宅のように快適に過ごせる老人ホーム「名水の里」の提供。軒下・庭の工事を
行い、耐震・バリアフリー対策をする。また２階建てであることから椅子式階段昇降機を導入し、移
動時の快適化を実現。

株式会社ＧＫコンサルティング

滋賀県 株式会社昭和バルブ製作所
近年需要が増えてきているバルブのリユース（既設品の修理/再利用）に対応すべく、新型ショット
ブラストを導入し、顧客対応の幅を広げ、売上増へ繋げる。

大辻税理士法人

⾧崎県 株式会社イネックス
あらゆる電子機器の熱問題を新方式の高輻射放熱処理で機器の小型化、ファンレス化をご提案
し新たな事業の柱を作り会社全体の売上向上事業 宮地学税理士事務所

京都府 株式会社アトリエ津室
ライフスタイル全般を提供する新ブランド「小室庵」を立上げ、自社ブランド浸透を図る新店舗をオー
プンします。洋装小物や伝統工芸体験など通じて、新規顧客開拓を図り、承継後の事業の継
続、発展に繋げます。

税理士法人広瀬

奈良県 有限会社銭谷小角堂
洞川温泉街にキャンプサイトを中心に、屋外遊具やビアスタンドを併設した複合的施設「山の家」を
開設する。高感度なキャンパーや観光客を取り込む新しい観光スポットとなり、新規顧客層の開
拓、収益増加を目指す取り組み。

奈良県商工会連合会(天川村商工
会)

埼玉県 古川弘恵
眼鏡関連事業の新規顧客層開拓及び販路拡大のために、眼のストレス度合いを数値化できる機
器の導入で「健康」と「美容」をテーマにし、新たな個別カウンセリング及びサービス事業で、従来の
事業との相乗効果を図る

株式会社ひたちなかテクノセンター

福岡県 有限会社福岡重機

建設機械に関する知識やノウハウ、また建設業界への人脈などを活用して、建設業（小規模建
物の解体業）へと進出する。顧客としては、現取引先の元請け先や解体のみを希望する一般消
費者を想定している。

   アサック中小企業診断士事務所

奈良県 奈良食品株式会社
はるさめ業界ではこれまで行って来なかった、製造直売所の設置や新しい食べ方の発信の為、調
理設備等を新たに増設しマルシェなどで飲食の販売などを行っていきたい。

奈良県商工会連合会（桜井市商工
会）

北海道 有限会社EZOコーポレーション
障害者福祉を手がける当社と、老舗そば店が力を合わせ、飲食店としての売上とプライドを持って
働くことが出来る就労環境を両立した新しい形の就労継続支援施設を設置する事業。

株式会社北陸銀行　苫小牧支店

鹿児島県 有限会社下舞工業所

近年の環境の変化により、市場の屋根材の需要が多様化しております。現状のセメント瓦の製造
施工だけではなく、需要が増加してる金属屋根の製造施工に挑戦致します。
新たな金属屋根材という製品を加えることで、幅広い顧客の需要を満たし販路拡大、売上増加を
見込んでおります。

南さつま商工会議所

広島県 株式会社オーザック
CADCAMを導入し、製造の効率化・属人的な作業の標準化・夜間の単品加工の常態化を図
り、加工プロセスを大きく変革する。

株式会社中国銀行

⾧野県 古畑裕隆
医療的ケア児向け福祉車両の相談から改造ができる自動車整備事業で、他の自動車整備事業
社から差別化を図り、全体の売上高向上に繋げます。

⾧和町商工会

宮城県 株式会社カリブコーヒー
息子夫婦は東京の一流店やフランスに渡って経験を積んだ。息子夫婦の経験と代表夫婦が27年
間培った事業を組み合わせて独創性の高い取り組みを行い地域貢献を目指す。
カリブコーヒーを移転してレストラン、コーヒー&ベーカリーとしてリニューアルオープンする。

仙台商工会議所

宮崎県 野崎漬物株式会社
M＆Aなどでスーパーマーケットなどお客様の規模拡大による販売拡大並びに海外への輸出拡大に
向けて、HACCPに準ずる世界基準（ISO2200・FSSC22000）の工場にするべく老朽化した
設備環境（舗装及び床面改修）の整備を実施する必要がある。

   土持会計事務所

滋賀県 株式会社エル
滋賀県及び甲賀市の建設工事に入札参加するため、積算ソフトや工事管理ソフトの導入及び自
社保有の小型機械等が必要となる。

滋賀県商工会連合会　甲賀市商工会

奈良県 石井物産株式会社
柿の加工40年の経験を活かし嗜好品から生活必需品製造へ。柿の糖を活用した商品の開発を
進め、一大産地の柿の廃棄物ゼロを目指す。栄養素の研究と飲食店経営とSNS活用で新しい
事業を創設する。

株式会社南都銀行
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福井県 有限会社樋口廚房
厨房設備販売において、これまでの顧客に対する提案内容をより具体化・精緻化すべく、ショー
ルームを含めた商談スペースを設置し導入までの事前検討で顧客ニーズに応えうるハードとソフト、
アフターサポートの実現。

敦賀商工会議所

⾧崎県 株式会社ＯＫ
売上の減少、人材不足、原価の高騰に対応するため、整備スキームの見直しを行い、生産性向
上の取り組みを実施、新たな売上の確保につなげます。

税理士法人ウィズラン

奈良県 株式会社東野商事

・製菓工程を革新するため、「オーブン」を新規導入する。
・パティシエが県内の農業生産者と連携し、『県ブランドスイーツ』を新規開発及び販路開拓するこ
とで持続可能な開発目標を達成する。
・感染症リスクに強い経営基盤を再構築するため、「新しい生活様式」を踏まえた需要を的確にとら
えた洋菓子を「ネット通販」市場へ投入し、継続的な収益をもたらす。

奈良県商工会連合会（桜井市商工
会）
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