
県 市町村 事業所名 テーマ
福島県 白河市 株式会社東工業 「ハード×ソフト」の融合が生み出す“スマート溶接”の実現化！

福島県 いわき市 株式会社タクシン
『複合加工機による医療装置部品加工』精密製造技術を生かした製造業総合プロ
デュース企業へ転嫁

福島県 郡山市 株式会社ワイエムシステム制御 自社工場の立ち上げによる付加価値の高い制御盤の開発と市場開拓
福島県 喜多方市 株式会社ハート・プラザ ケナフ由来のセルロースを使用したバイオプラスチック分野での新事業展開
福島県 福島市 有限会社まるい 企業連携による未利用魚を活用した水産加工レトルト・瓶詰商品の製造販売
福島県 会津若松市 株式会社会和工務店 仮設リース業への参入・規模拡大による地域建設業の再構築
福島県 会津若松市 有限会社リーライズ 地元食材による肉料理店飲食店及びマッサージ店の開業
福島県 郡山市 株式会社日本一総本店 中国料理店から貸しスペース、ギャラリー、喫茶の複合施設への取組み

福島県 いわき市 有限会社チューダー
いわき市内初！麻雀店＋脳トレ（健康まあじゃん）を活用したデイサービスセンター
の連携事業構築

福島県 福島市 株式会社ランプハウス 「協働ロボットを活用した装置」の事業化
福島県 福島市 株式会社イーストプロジェクト ウィズコロナを見据えた「地産地消お惣菜カレー専門店」への転換

福島県 二本松市 株式会社糀屋
安達太良高原の湧水池と大草原を貸切り、アウトドア体験とハイクラスグランピング
新事業

福島県 福島市 株式会社アポロガス アポロハウジング（バーチャルモデルハウス）新設事業
福島県 白河市 有限会社さとう総合印刷 関連会社との　組織　再編　を伴う新たなニッチ事業への展開
福島県 福島市 有限会社夢形 中古車販売の地域Ｎｏ１事業者がストックビジネス化へ挑戦

福島県 いわき市
株式会社アクアマリンパークウエ
アハウス

食のローカルブランドメーカーへの新分野展開

福島県 いわき市 株式会社光守興業 地域初！薄物・小物溶接ニーズに、レーザー溶接機導入で高付加価値溶接体制を構築

福島県 福島市 有限会社安彦染工場 縫製工場の新設および衣料品等製造販売による新分野展開
福島県 西白河郡矢吹町 神起株式会社 コンテナハウス卸売り並びに海の家事業による既存事業の脱却

福島県 郡山市 株式会社カムサ
大衆・本場双方の韓国料理の味で挑む、韓国惣菜製造業と直売小売・コンサル卸売業
への業種転換



県 市町村 事業所名 テーマ
福島県 郡山市 有限会社ひまわり交通 地域に健康と清潔をお届けするクリーニング配送事業

福島県 いわき市 桜電設株式会社
【ウィズコロナに即した「省エネ×ＩＯＴ活用×災害対策」コインランドリーへの展
開】

福島県 いわき市 ＩＷＡＫＩ　ＣＡＬＬ株式会社 地場生産物を食材とした焼き菓子と総菜製造販売のための工場整備
福島県 田村市 株式会社ＪＡＳＴ 都市再開発や国土強靭化を支える新型地中障害撤去装置の開発
福島県 白河市 グローリッチ合同会社 糖度２６のイチゴスイーツ＆農園と自然の新・体験型テーマパーク

福島県 西白河郡西郷村 有限会社オートクラフト草野
自動車産業資源のリサイクルを通した循環型自動車解体事業への再構築計画～動脈産
業から静脈産業への転換～

福島県 南会津郡只見町 株式会社会津工場 ＦＣＤ精密鋳物を活用した実装ロボット用部品の製造
福島県 福島市 芝精機株式会社 特定顧客依存型経営からの脱却を図るべく希少な微細円筒加工へ着手
福島県 耶麻郡磐梯町 有限会社ダイケン精機 業態転換による車体部品用金型制作
福島県 伊達市 有限会社カート 次世代自動車対応車検・整備センター開設による事業再構築

福島県 郡山市
トレーディングフーズ郡山有限会
社

ブランド肉でつくる高級ペットフード製造販売事業

福島県 いわき市 株式会社ピオネックス 入浴も可能！国立公園内の特別保護地域に隣接したブランピング施設
福島県 伊達市 玉鈴醤油株式会社 発酵ＬＡＢＯスペースを新設し、老舗醤油屋が発酵食品ＯＤＭ市場へ本格参入！
福島県 いわき市 藤浜建設工業株式会社 地元企業による災害復旧工事の全体的な手助けをする新事業

福島県 郡山市 西条タクシー株式会社
雨ニモマケズ！全国初、タクシー会社がナポリピッツァをご家庭にお届け！ｉｎ　郡
山

福島県 福島市 株式会社草野測器社 デジタルトランスフォーメーションによる新たな道路維持管理システムの確立
福島県 相馬市 有限会社ケントレーディング 食に関するノウハウも活かした体づくり「フィットネス事業」への挑戦
福島県 会津若松市 株式会社岩村製餡工場 １００年続く老舗製餡メーカーによるＢｔｏＣへの挑戦
福島県 喜多方市 橋谷田商店 ニッチな小ロット生産の食品加工業による事業再構築
福島県 福島市 有限会社高橋工業所 加速する５Ｇ／６Ｇに対応する高精度金型市場へ参入
福島県 福島市 ふじや食材有限会社 冷凍めんの製造
福島県 相馬市 株式会社スター精機 新規開発製品を自社製造製品化に対応するための工作機械導入



県 市町村 事業所名 テーマ
福島県 喜多方市 株式会社プロジェクト会津 農業副産物のもみ殻を原料とする植物由来シリカの製造販売事業

福島県 双葉郡浪江町 株式会社マツバヤ 国産品、福島県産品素材にこだわった女性向けアンチエイジング事業で地域活性化

福島県 福島市 株式会社アストラ ＩＯＴ機能を備えた新型フルーツ皮むき機を開発，レンタル事業

福島県 郡山市 ライフタイム株式会社 地域高齢者のクオリティオブライフを支援する　コミュニティカフェ付き宅食事業

福島県 白河市 有限会社キャロット サブスクリプション型洗車場展開における車のトータルサービス事業
福島県 郡山市 ワンズカフェ キッチントレーラーによる健康をテーマにしたランチ提供事業
福島県 相馬市 株式会社鉾建仏光堂 新型コロナで変容したニーズに対応する「ハイブリッド葬儀」
福島県 喜多方市 株式会社曽我製? 老舗製麺会社が挑む新商品「冷凍ラーメン」の開発・製造・販売。
福島県 福島市 丸善運輸株式会社 土木工事・解体工事・運送事業からポリウレア防水塗装事業への取り組み

福島県 福島市 株式会社ＧＯＴＯＫＵ
和食の技術と低温調理法を用いた高品質ハンバーガーによる移動型テイクアウト
ショップと通信販売

福島県 会津若松市 株式会社ｔｉｐｕ コワーキングスペース「ティプ」を活用したテイクアウト・デリバリー・ＥＣ事業

福島県 福島市 ｂａｒから焼肉屋への挑戦！～食から始まる福島の街の活性化へ～
福島県 いわき市 株式会社矢吹量一酒店 酒屋内で角打ちのできる新業態カフェ！日本酒と福島の魅力を再発進
福島県 いわき市 株式会社大平 明治時代から続く伝統のカステラ製法を活かしたどら焼きの開発と販路開拓
福島県 会津若松市 株式会社順風舎 地域活性化に一役買う不動産事業とコミュニティスペース事業
福島県 郡山市 合同会社一縁 着物サブスクリプション事業による若年層の獲得と顧客増加

福島県 白河市
有限会社ビージェイ・クリエイ
ティブ

健康重視！コロナ対策！ロハス体験プライベート・オートキャンプ場

福島県 耶麻郡西会津町 ＫＵＲＡ． 飲食業から宿泊業へ！古民家リノベーションによるホテル事業展開
福島県 郡山市 株式会社笑味風 福島と沖縄の果物を使ったフルーツ文化の創造と交流事業の新規展開
福島県 須賀川市 須永優太 現役競輪選手監修“バーチャルサイクリング”フィットネス・サロン
福島県 白河市 有限会社幸栄 ブロックチェーン技術を活用したＮＦＴアートやデジタルコンテンツの開発



県 市町村 事業所名 テーマ
福島県 郡山市 株式会社アールアンドエヌ アプリを用いた運転代行手配事業
福島県 白河市 ロッキシステム株式会社 ものづくり大国の復権へ！試作レスによる国内製造業の競争力強化
福島県 福島市 洋食居酒屋Ｋａｎｎｏ レストランのノウハウを活かした洋菓子販売およびテイクアウト対応

福島県 福島市 株式会社ハートエンタープライズ 運動特化型デイサービスへの挑戦

福島県 会津若松市 ＤＵＢ　ＤＥＳＩＧＮ コロナ禍におけるグッズの内製化事業
福島県 二本松市 株式会社大洋メンテナンス 仕入れの強みを活かした新鮮魚介類の卸売・小売業への業種転換
福島県 福島市 株式会社ガンマーサード 古民家レストラン
福島県 福島市 株式会社東北寝装開発センター 高品質な睡眠を提供できる、工場直販の「寝具小売店」開店計画
福島県 福島市 株式会社亀岡工務店 福島から世界へ！欧米豪への日本庭園付き古民家輸出プロジェクト
福島県 会津若松市 株式会社高橋庄作酒造店 会津娘が挑む　酒粕に新たな価値を見出す純会津産和リキュール
福島県 会津若松市 株式会社あいづ換地事務所 ドローンを用いたスマート農業支援サービス

福島県 会津若松市 株式会社飛鳥
自家源泉高級湯治宿?新感覚水辺のダイニング＆ワーケションスペース『ＫＡＷＡＤ
ＯＫＯ』事業

福島県 いわき市 株式会社朱禧 震災より１０年いわき・湯本に食をテーマに「仕事」の宿を新展開
福島県 郡山市 株式会社トクボー 地域住民の安心安全な生活を担保するアスベスト除去工事への進出
福島県 福島市 シオヤユニテック株式会社 高精度・高機能ベンダー導入による精密板金事業への進出

福島県 田村 株式会社コスモコーポレーション
小型の化粧品製造容器製造から、消費財メーカー向け中型の日用品雑貨類の製造への
取組み

福島県 福島市 株式会社民報印刷 紙媒体と相乗効果を生み出す動画作成・編集の新分野展開
福島県 郡山市 株式会社スタジオレック テレビＣＭ制作から４Ｋ映像による自治体ＰＲ動画制作への取り組み

福島県 須賀川市 茜精密工業株式会社
ロボットによるワーク脱着の自動化で実現する価格競争力の向上およびプーリー製造
への新規参入計画

福島県 郡山市 株式会社丸戸産業 工場の一部撤去によるこだわりの精肉店事業への展開
福島県 伊達郡川俣町 有限会社せっけんや 町の電気屋さん復活プロジェクト！新店舗開設による家電のお困りごと解決事業
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