
令和 5年 4月発表(第八回公募) 採択 15件 

 

 

 

 申請者名称 事業計画名 

栃木県 地方で志事合同会社 「お庭のお手入れ定額サービス」を起点とした地域課題解決事業の展開 

千葉県 株式会社アプロリンク クリエーターの収益化をサポートする双方向ライブ配信プラットフォームの開発 

千葉県 株式会社恵建設 南房総の自然を満喫できるアウトドア特化型宿泊施設の展開 

千葉県 株式会社ファルコン 感染症対策を徹底した地産地消の高級志向焼肉店事業への進出 

東京都 富大株式会社 テイクアウト需要にも対応した安心して利用できる個室完備焼き鳥店 

東京都 株式会社リアライズ 熱海の自然を満喫できる空き家活用ワーケーション特化型宿泊事業 

東京都 ＣＯＳＭＥＴＩＣ ＭＡＫＥＲＳ株式

会社 

テイクアウト型タルト専門店の展開と飲食店向け販売事業の強化 

東京都 社会保険労務士法人あかなぎ事

務所 

社会保険労務士向け・助成金申請代行業務のＤＸ化事業 

東京都 斗辰産業技術株式会社 生産の内製化と特許活用による独自の新ロール開発 

東京都 株式会社クロア 健康経営とウェルビーイングの実現を目指すヘルステック事業の展開 

東京都 株式会社フードエナジー 宿泊とワーキングスペース機能を備えた新施設「いさとの宿」の開設 

東京都 株式会社サンシーア ＡＧＶロボットと管理システムの連動による完全自動物流システムの開発 

神奈川県 有限会社 ＤＳ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 感染対策を徹底した女性でも利用しやすいラーメン・かき氷ハイブリッド飲食店 

神奈川県 ＶＲワイバオ・ジャパン株式会社 出展対象の３Ｄデータ化サービス付き・ＶＲ会場提供サービス 

新潟県 有限会社中野建設 採石廃土を有効利用する純新潟県産園芸用土「越後風土」の製造・販売 



令和 4年 12月発表(第七回公募) 採択 20件 

 
 

 

 申請者名称 事業計画名 

北海道 ㈱興栄建設 「防災イベントカー」を活用した地域活性化と電力基盤強化事業 

北海道 ㈱アクティブスタイル 福祉介護事業者向け・ライブ映像配信による機能訓練体操サービス 

宮城県 ㈱シビルプランニング アウトドア感覚で楽しめる全室プライベートドッグラン付き宿泊施設 

群馬県 ㈱新晃工業 第三者との密接リスクなく、屋外サウナを楽しめるグランピング場 

埼玉県 日本人工芝計画㈱ 環境負荷が小さく高機能・低コストな新築住宅断熱工事への進出 

千葉県 ㈱オアシスグループ 介護負担を軽減するシニア向けのプライベート脱毛サロンの新設 

東京都 ㈱ドライブコミュニケーションズ 人の保育園と同様に、愛犬をお預かりしドッグトレーナーが各々に最適なトレーニングをお

こなう。 

東京都 ㈱日新 特許を活用した新製品のミニモデルによる実演販売事業 

東京都 ライムズ㈱ アスリートのデュアルキャリアを支援するフードビジネスの新展開 

東京都 ㈱ビヨンドプロパティーズ ゴルフのオンラインレッスンとライブコマースを併用したアプリ開発 

東京都 ㈱ピースフル 有資格者による健康・医療に関する遠隔サポートシステムの開発 

東京都 (一社)フィットボクシングジャパン 「Ｆｉｔ Ｂｏｘｉｎｇ🄬 ｓｔｕｄｉｏ」開設によるオンラインメニューの新展開 

東京都 リンクコミュニケーション㈱ 外国人材にも対応可能な無線基地局設置事業者向けＶＲ教育システムの開発 

東京都 ㈱Ｎｅｃｏｃｈａｎｃｅ 非対面で最適なギフトを贈れるＥＣシステムの開発 

東京都 リベレーターズ㈱ ＡＩを活用した高級車・ＥＶ車関連情報提供システムの開発 

東京都 ㈱行動 国内起業家支援プラットフォームの開発 

東京都 ㈱ＪＫＴ ＳＴＡＦＦＢＡＮＫ ユニバーサルツーリズム促進と雇用の維持を図る宿泊施設の開設 

東京都 ㈱Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ 健康寿命延伸への貢献を目指す安心・安全・美味のこんにゃく米の開発 

愛知県 Ｖｉｓｃｏｎ Ｊａｐａｎ㈱ 他機能と融合した粘度コントローラーの開発と国内生産体制構築 

愛知県 ㈱ｅｎｕｆｉｃ ウィズコロナに対応した地域密着型の完全予約制プライベート美容室 



令和 4年 9月発表(第六回公募) 採択 17件 

 
 

 

 申請者名称 事業計画名 

北海道 ㈱円甘味 高齢者やお子様も食べやすい「生ソフトフランスパン」の製造直売 

宮城県 ㈱倉元製作所 超精密加工・研磨技術を活かした次世代半導体事業への新展開 

千葉県 ＳＨコーポレーション㈱ コロナ禍での中食需要に応える高級海苔弁当専門店への新規進出 

東京都 ㈱カルディア ｅスポーツ業界関連技術を訓練できる！就労継続支援Ｂ型事業 

東京都 ジェイ・エス・エム㈱ コロナ禍でも安心して楽しめる北九州初のスカッシュ施設運営への進出 

東京都 ライフフォース㈱ 外国人材にも対応可能な介護事業者向けＶＲ教育システム 

東京都 ＴＯＲＡ㈱ 集客・デリバリー・非対面化等に寄与する中小飲食店向けシステムの開発 

東京都 ㈲実之和フーズ ライブ配信・試食販売を活用した宮古島特産品の直売事業 

東京都 ㈱レベクリ 配送業務分配の最適化とドライバーの副業支援 

東京都 ㈱ニットー住宅 ＩｏＴシステムを活用した健康・環境に優しいコインランドリー 

神奈川 アイステップ㈱ 小売用の高級な冷蔵飲食料品の販売への進出による事業再構築 

愛知県 ㈱ワンダーランド 感染症防止対策とＩｏＴ機能を具備した斬新なモデルハウス兼ホテルの提供 

大阪府 ㈱ＫＥＮＳ 機密性が高く生前整理から遺品整理までサポートする貸金庫業の展開 

大阪府 ㈱東上 ライブ動画配信による商品紹介・宣伝サービス付きの通信販売事業 

広島県 ㈲制御設計 生産工程の脱炭素化に貢献する産業用ロボット技術者育成事業 

福岡県 ㈱和才建設 子供とシニアの健康づくりを支えるフィットネスジムの運営事業 

大分県 ㈱ライトヤード 感染対策を徹底した全卓サワーサーバー付き焼肉店事業への転換 



令和 4年 6月発表(第五回公募) 採択 23件 

 
 

 

 

 申請者名称 事業計画名 

千葉県 ㈱Modest inn Japan 都心での日常生活を楽しくする斬新な「ロッカーステーション」の開発 

東京都 ㈱テラ・エステート 赤外線カメラ付ドローンによる小規模マンション向け外壁診断サービス 

東京都 一級建築士事務所クリストファーズ㈱ 感染対策を徹底し地産地消を促進する別荘感覚の飲食店への進出 

東京都 国際技術サービス㈱ 都内で安心且つ気軽に楽しめる屋上型グランピングＢＢＱ店の運営 

東京都 ㈱ＦＢ 雇用の維持と拡大を図るタルト専門店「ｔａｒｔｌｉｅｒ」の新展開 

東京都 テレコム㈱ 電気通信トラブルに２４時間対応可能な我が家の電気屋さんのシステム構築 

東京都 ㈱ＮＯ ＢＯＲＤＥＲ 顧客企業のＤＸ化を促す、企業情報発信メディアの構築支援サービス 

東京都 合同会社プレミオ 保養所を再生した非接触型の温泉ホテル事業 

東京都 ㈱武蔵野 法人・個人向け次亜塩素酸水及び小型噴霧器の製造体制の構築 

東京都 文化事務用品㈱ バイクガレージ事業と無店舗レストラン事業への進出による事業再構築 

東京都 Ｆｕｔｕｒｅ㈱ 老朽賃貸住宅を再生した非接触・長期滞在型の無人ホテル事業 

東京都 ㈱エイケー 感染対策を徹底した高級感のある完全非対面水風呂付き個室サウナの経営 

東京都 ㈱アコーズ リモートワーク推進をサポートする情報共有アプリケーションの開発 

東京都 ㈱川村インターナショナル 翻訳ＡＩの翻訳性能を向上させる学習用データの生産・販売 

東京都 ㈱Ｆａｍ’ｓ １人１人の発育に適した情報と商品を提供する子育て支援ＡＩシステムの開発 

東京都 ㈱銀座・トマト コロナ禍でも楽しめる、昼夜で異なる客層に向けた飲食店事業 

東京都 ㈱ブライトスター 中国人ＩＴ人材のテレワーク生産性を高めるビジネスマナー事業 

神奈川県 ㈱リエゾン 動画の活用による生産者の顔が見える北海道物産の販売事業 

神奈川 ㈱桜建築事務所 宿泊とシェアスペース機能を備えた新チャネル 
「ＳＡＲＡ ＧＡＲＤＥＮ ａｉｋａｗａ」の開設 

山梨県 ㈱Ｍｒ．Ｄｒｅａｍ 愛犬家向けの、大型犬同伴での宿泊に特化したグランピング施設 

愛知県 スズテック㈱ 高品質で低コストなインフラ向け部品製造への新規進出 

愛知県 ㈱Ａｉｒｓ Ｃｒｏｗｄ コロナ禍中でも安全・安心に楽しめるｅスポーツ競技場の運営事業 

兵庫県 さくらオートマット㈱ 特殊な生成技術を用いた塩分を含まない高機能除菌水装置事業への進出 



令和 4年 3月発表(第四回公募) 採択 20件 

 
 

 

 申請者名称 事業計画名 

千葉県 ブランニューアセット㈱ 地域の事業者と連携したファミリー向けグランピング施設の運営新分野展開 

東京都 ㈱ＦＩＶＥ 感染症対策を徹底した完全個ブースオーガニックヘアカラー専門店の展開 

東京都 ＳＰＩ㈱ テレワークに適し働き方改革を実現するＩＴ企業特化支援システムの開発 

東京都 ㈱４Ｄブレイン アバターを活用した仮想空間非対面・遠隔営業支援システムの開発 

東京都 ＫＨｉｉｉ ＳＴＹＬＥ㈱ 一人利用がメインで感染症対策を徹底した高級志向焼肉店の展開 

東京都 ㈱自然堂 業界初となるリサイクル可能な展示会用パネル提供サービスの実現 

東京都 ＴＯＰ ＣＯＮＮＥＣＴ㈱ オンラインプラットフォームを活用した学生・企業向け新サービス 

東京都 ㈱ラグーンインターナショ 新潟カツ丼「タレカツ」の宅配事業、及び食材販売事業 

東京都 スマイルアンドサンキュー㈱ 健康寿命延伸と医療費適正化を目指すヘルステック事業への参入 

東京都 ㈱ナンバーワンソリューションズ ブロックチェーン技術を活用した医療データ関連事業への進出 

東京都 イヨンインターナショナル㈱ �災害現場で求められる遠隔操縦性能を持つ災害対策用ロボットの製造販売 

東京都 ＵＴＯ㈱ 撮影だけでなく映像制作及び編集作業までもワンストップで行えるスタジオ 

東京都 ㈱コーチャル アフターコロナの憩いの場づくりを目的とするカフェレストラン 

東京都 ㈱ライフビジネスウェザー テイクアウト飲食向けＡＩによる健康メニューレシピ作成システムの提供 

東京都 墨田Ｅ＆Ｍ㈱ タイ市場のニッチ需要に応える携帯式・水溶性トイレットペーパー事業 

愛知県 (有)ドリーム大高 徹底した新型コロナ対策を実施し、非接触利用が可能なコインランドリーへの進出 

大阪府 ミューリー(有) 完全非対面でのジュエリーのオーダーメイド・リフォームシステムの開発 

大阪府 (有)ヤマショー 「フルーツ大学」「フルーツ小学校」のオンライン化による販売促進事業 

兵庫県 ㈱担英未来 高知食材に特化したテイクアウト中心和食店への進出による事業再構築 

徳島県 ㈱ルックス電子 専用特注製造ラインによるＳＤＧｓで需要が増した電子制御ユニット生産への進出 



令和 3年 11月発表(第三回公募) 採択 31件 

 
 申請者名称 事業計画名 

北海道 ㈱蕎麦さとやま 新商品「半茹でそば冷凍品」の開発と非対面・非接触型システムの構築 

北海道 ㈱参栄 隠れた観光名所の歴史や文化がわかる、ＡＲ観光ガイドサービス 

東京都 ボトムライン(同) 音楽アーティスト映像制作のプロによる、新分野へのＰＲ映像制作サービスの展開 

東京都 ㈱かみ屋 伝統的製法を採用した日本画用紙の一貫生産体制の構築 

東京都 ㈱車力 ビジネスマン向けの感染対策を徹底したコワーキングカフェへの転換 

東京都 ㈱Ｋ’ｓ Ｆａｃｔｏｒｙ テイクアウトを主力としたビジネスマン向け食事中心飲食店の展開 

東京都 ㈱ｇｏｏｄｎｉｃｅ 急速冷却・真空包装機を導入し、テイクアウトに適した環境適応型和食店 

東京都 ㈱リバース 利用しやすさと満足感を両立するセルフエステサロン事業 

東京都 ㈱ＳＰＣコンシューママーケティング 災害支援で活躍する「多機能キッチンカー」のレンタル事業 

東京都 ㈱シー・トゥ・ディ 戦略分析自動化システムを活用した企業情報の提供サービス 

東京都 ㈱ワールドツアーズ 医療ツーリズムを代替する「越境画像診断支援システム」の開発 

東京都 ㈱恵信工業 建設現場用環状フープ筋の高周波溶接による製造施工 

東京都 ㈱ｉｎｔｅｒ－ｗａｖｅ ビル屋上でコロナ対策を徹底し安心して利用できるＢＢＱ店の運営 

東京都 ㈱ヒューマＲ＆Ｄ コロナ禍に合致したＡＩ分析情報提供付き臨床試験ビジネスの開発 

東京都 羽田市場㈱ 鮮魚仕入ルートの強みを活かした一般消費者向け鮮魚通販事業への転換 

東京都 ＬＩＶＥＲ㈱ ジャパニーズインフルエンサーに特化したマッチング・サポート事業 

東京都 (一社)東洋文化遺産協会 イベントと宿泊施設をセットにした潤いのあるリゾート施設の運営 

東京都 ㈲越野ボディー 一般向けの使いやすく高機能な無機質無溶剤塗料開発による事業再構築 

東京都 ㈱ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 特許技術を活用したＢｔｏＣ向け規格型ＤＩＹ製品製造及びＥＣ事業への進出 

東京都 ㈱Ｓ・Ｂ・Ｄ 本格タイ料理店によるテイクアウト・デリバリー特化型店舗の展開 

東京都 ㈱トライベッカ ファンとアーティストの交流の場を提供するオンライン配信サービス 

神奈川県 ㈱タケヤマ 高齢者を置き去りにしないタケヤマの「地域の配達屋さん」 

神奈川県 ㈱心 横浜から全国へ！「フレンチ×和食材×ラーメン」の新展開 

神奈川県 モモ 藤沢市鵠沼海岸前という立地条件ならではのコインランドリー事業 



令和 3年 11月発表(第三回公募) 採択 31件 

 

  

神奈川県 ㈱ピュアステップ 放課後等デイサービスに特化した業務効率化を支援するシステムの開発 

神奈川 中田商事㈱ 対人接触を減じたスタッフ不在型ホテルの運営 

京都府 ㈱シーエープラント 規格外品を含めた京野菜の特殊加工による資源活性化ビジネスの展開 

大阪府 ㈱メニューデザイン研究所 飲食店の収益力を改善する販売促進コンサルティングシステムの開発 

大阪府 ㈱ユナイテッドワークス 郊外型住宅ストック再生を目指す民泊施設「ＵＮＩＴＥＤ ＨＩＬＬＳ ＧＡＲＤＥＮ」 

兵庫県 ㈱ゼネラル 低価格な国産うなぎのエンターテインメント事業の展開 

沖縄県 ㈲やいま企画 再生ペットボトルによるプリフォーム・ボトルの製造販売 



令和 3 年 9 月発表（第二回公募） 採択 22 件 

  

都道府県 申請者名称 事業計画名 

青森県 ㈲一級建築士事務所アネスト 希少な国産（北海道産）ピートモスの採掘から生産の一貫生産体制の構築 

栃木県 ㈱イマジネーションズ 中小企業の業態転換を支援する「川崎タンタン」ＦＣ事業 

埼玉県 中国料理 寿飯 老舗町中華の味をお楽しみ頂ける無人冷凍食品販売店の開設 

千葉県 ㈱コトブキ 体温を逃がさず保温効果を発揮する災害・アウトドア用特殊シートの展開 

千葉県 ㈱ヤワタホーム 住宅のプロが教える、環境にも配慮したＤＩＹ専門店 

東京都 ㈱ソティア 旅行やリモートワークにも適した“空き家”の画期的な運用システムの構築 

東京都 ㈱Ｌａ Ｍｉｇｎｏｎｎｅ パイナップルの葉を用いたオーガニック蜜蝋ラップの開発 

東京都 
㈱オーセンティックアートアンド 

カルチャージャパン 

アート作品をＮＦＴ化して世界中に販売できるプラットフォームの開発 

東京都 レヴィアス㈱ ブロックチェーンを活用したデジタル地域通貨の開発 

東京都 ㈱サンティエ 試験合格から就職まで一貫してサポートする「特定技能カレッジ」の運営 

東京都 ビットウェア㈱ マーケティング分析まで可能なＡＩ搭載ＯＣＲプラットフォームシステムの開発 

東京都 国立倉庫㈱ 特注物流ラインシステム導入による新たなＢｔｏＣ物流業務の実現 

東京都 大世興業㈱ 生コンクリートのリサイクル（再生）材料を活用した「ＣＰＧ特殊骨材」の製造・販売 

東京都 エーシンパック工業㈱ 賞味期限の伸長を可能とする「縦複連式・高速真空ガス置換トレー包装機」の開発 

東京都 ㈱フューチャーアース研究所 プラスチックごみをカーボンナノチューブに変換して製造する事業 

東京都 エイアンドビーホールディングス㈱ 芸術に触れて・体感して学べる！ 幼児から大人まで楽しめる博物館 

東京都 ㈱ＧＣＴ研究所 ＩｏＴ技術を活用した、次世代の物流管理サポートサービスの事業化 

東京都 ㈱キャドマック ２Ｄデータをクラウド上で３Ｄ変換する、生産性向上支援サービス 

神奈川県 ㈱ミルトス 洋風食材の小売店舗の出店、及び有名レストランとコラボしたミールキットの販売 

新潟県 越後ファーム㈱ 消費者直売用の小ロット生産体制の整備、及び農家特定米のＥＣサイトの構築 

愛知県 シーズトラスト合同会社 市場ニーズに柔軟に対応し、競合優位性の高い料理デリバリーサービス 

大分県 フロンティア・プラス㈱ 最新の技術を用いて徹底的な感染症対策を施した炭火焼き店の展開 
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千葉県 ㈱ディー・アール 居酒屋店舗の焼肉店舗への一部改装による新分野展開 

東京都 ㈱マチルダ 最先端ピッキングシステムを活用した青果の個人向け配送事業への進出 

東京都 バイオジェニック㈱ 健康食品・化粧品原料の効率的な国内生産実現による業態転換 

神奈川県 ㈱東洋ランドリー 非対面型店舗ビジネスモデルの確立とオンラインサービスへの進出 

大阪府 ㈱Ｓｎａｉｌ ｔｒａｃｋ 名店の味を安価で楽しめる大衆焼肉店の展開 

青森県 (有)ベストスマイル青森 脊髄損傷者等の日常生活復帰を支援する独自デイサービス施設の運営 

千葉県 (有)リバイバルサービス 顧客が自由に選択できる後付式キッチンカー用キャビンキットの開発 

東京都 ㈱リンテック２１ 飲食店等のテーブル用感染防止クリーンブースの開発 

東京都 ㈱アンドインターフェイス オンライン展示会事業とコワーキングスペース事業進出による事業再構築 

東京都 ㈱パートナー アパレルプリント加工への新規進出とアパレル物流独自システムの開発 

東京都 アイレックス㈱ 「マテリアルリサイクル」を活用したサーキュラーエコノミー 事業の展開 

東京都 ㈱サンウエイ 独自開発のＡＩモデル・物件ＤＢを組み込んだ「引っ越し業界向けＡＳＰサービス」 

神奈川県 ㈱ジョビア エディブルフラワー等の栽培・加工・販売を行う６次産業ビルの事業化 

長野県 ㈱住まい工房 非対面で見積まで完了するマンションリノベーション検討システムの開発 

静岡県 ㈱ビレッジシステム 技能実習監理団体の業務省力と技能実習生をサポートするシステムの開発 

愛知県 ㈱シーウィード・ジャパン 消費者の健康意識に応える安全な調味済みＢｔｏＣ向け商品開発による新分野進出 

兵庫県 ㈱シカタ 航空機部品製造から建設産業機械用部品製造への新規進出による事業再構築 

福岡県 ㈱博多三氣 ＩｏＴを活用した環境・健康に優しいコインランドリーへの進出 

福岡県 ㈱ビートレーディング 上質なインテリアのある生活空間を体感できるコーディネートサービス 

 


