
県 市町村 事業所名 テーマ
宮城県 仙台市若林区 有限会社櫻井折箱店 折箱屋から飲食店ソリューションカンパニーへの事業再構築
宮城県 仙台市泉区 株式会社ポラリス 「教育型」×「専門性特化型」の児童療育サービス
宮城県 栗原市 炭火いちば　じゅう。 コロナ禍における収益改善のための店舗改革
宮城県 仙台市太白区 株式会社ＴＨＲＯＷ アパレルの服飾小物からペット・インテリア用品へ　ＥＣサイトを利用した新分野展開
宮城県 大崎市 サロンブリーズ 地域住民のコミュニティスペースを提供する新たなカフェ事業の展開
宮城県 仙台市青葉区 株式会社雅流 アフターコロナを見据えた酒類販売による新分野展開
宮城県 仙台市泉区 株式会社ダックス 地産食材と地元ブランド力を活かした食物販業態への転換
宮城県 仙台市太白区 Ｋ’ｓフード株式会社 居酒屋事業から、から揚げ持ち帰り店を出店して新分野展開を図る
宮城県 石巻市 有限会社Ｈ．Ｓ．Ｊ． 地産地消の貢献へ。非接触型注文システムを活用したテイクアウト専門店への業態転
宮城県 仙台市青葉区 ＨＲＭ株式会社 プレジャーボートを活用した観光業への新規参入事業
宮城県 仙台市青葉区 わとな補聴器 聴力測定専用設備完備による信頼と安心の補聴器専門店開店事業計画
宮城県 仙台市太白区 株式会社ノリワークス 「仙台８９ＥＲＳ」ｘ「デザイン技術」のシナジー効果による事業再構築
宮城県 仙台市宮城野区 ミモザホメオパシーセンター仙台 非対面オンラインで行うヒーリングセラピー、全国へ拡大！
宮城県 仙台市泉区 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 女性用オーダースーツの非対面型オンライン販売強化のための実店舗展開
宮城県 仙台市泉区 株式会社エミネス 新商品をキッチンカーによる販売で新規顧客獲得！業態転換事業
宮城県 気仙沼市 有限会社ししおり・きはんせんタク タクシーＤＸを用いた総合交通業務共同化
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フィットネスから「食」事業への参入により唯一無二のサロンへ

宮城県 仙台市太白区 有限会社アスクシステムズ プログラミングと学習塾のハイブリットスクールへの転身
宮城県 大崎市 健身舎 鍼灸マッサージ師が薬草をテーマにした新たな癒し場を温泉街に展開
宮城県 塩竈市 株式会社八八 手作り感のある総菜（厚焼玉子）製造と小売業界販路開拓による事業再構築
宮城県 石巻市 株式会社カネキ水産 地域利便性向上のためのイートイン併設水産物等直売店舗運営事業
宮城県 仙台市青葉区 株式会社ハナサク 「ハナサク」１００年企業を目指して－３代目の「新分野展開」への挑戦！－
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整骨院とパーソナルトレーニングジムの融合による地域の健康のための新規事業

宮城県 仙台市太白区 株式会社クレセール 障害者雇用を推進するための経営基盤を構築する業種転換事業



県 市町村 事業所名 テーマ
宮城県 仙台市若林区 株式会社ＰＬＣ 障害者グループホームの開設並びに保険請求代行事業（柔道整復師）の立ち上げ
宮城県 仙台市宮城野区 ＳＴＵＤＩＯ男爵 ポストコロナの新しい飲食のかたち～インターネット居酒屋の構築
宮城県 仙台市青葉区 株式会社セカンドステージ レンタル店舗による飲食店の業態転換サポート事業
宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ シミュレーションゴルフの販売と練習場のハイブリッド型運営
宮城県 仙台市青葉区 ホシヤマインターナショナル株式会社 東北初！「フルーツ大福×和ベーカリー」　製造販売専門店
宮城県 仙台市若林区 株式会社共榮水産 新技術のプロトン凍結機を活用した冷凍事業への業種転換
宮城県 富谷市 有限会社マッフェン 富谷が誇るケーキ店が提供する食のファーストプレイス＠やきとり
宮城県 仙台市青葉区 オリーブＢ・Ｂ株式会社 ～「美容室×脱毛×エステ」の新分野～メンズ総合美容サロン事業
宮城県 仙台市若林区 株式会社Ｃｏ－Ｂｕｙ 医業種以外の業種にも対応可能な新規ｗｅｂブランディング業務
宮城県 塩竈市 株式会社アートセレモニー 電子書籍の制作・編集・出版・販売のプロデュース！あーと出版
宮城県 仙台市泉区 「犬ヨガ」を通して愛犬とお客様の健康と幸せを実現させる事業
宮城県 刈田郡蔵王町 有限会社蔵王郷リゾート 販売用別荘（自社所有）を活用したアフターコロナを見据えた宿泊業への転換
宮城県 仙台市若林区 株式会社井筒水産 仙台中央卸売市場の魚を活用したペットフード市場と水産品加工品市場への参入事業
宮城県 石巻市 株式会社希来 飲食業から原子力発電所作業員専用長期滞在宿泊施設への転換
宮城県 亘理郡亘理町 仙台ハイテック株式会社 難削材の精密加工に挑む！～ファインセラミックスの新製品製造～
宮城県 仙台市青葉区 株式会社グリーンライト ホテル事業者のリネン・ランドリー事業への拡大
宮城県 仙台市太白区 株式会社佐々通オンサイト ＩＴオンサイトワーク　ＷＥＢプラットフォーム事業
宮城県 大崎市 株式会社姥の湯旅館 湯治文化を残しつつ、ペットと一緒に癒される温泉宿へ業態転換
宮城県 牡鹿郡女川町市 有限会社マルキチ阿部商店 宿泊施設Ｓｗｉｍｍｙ　ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業績回復事業
宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＫＣＣｊａｐａｎ ヨーロッパ調ヴィンテージ家具の販売事業へ新分野展開
宮城県 大崎市 ジャパンサイクル株式会社 有機性肥料のペレット化販売計画
宮城県 大崎市 株式会社ワンナップ・クオリティ 今すぐに出掛けたくなるトレーラー“マウスポケット”のオンライン販売でアウトドア業
宮城県 栗原市 有限会社イサゴ 最新プラズマ切断技術導入による重量鉄骨向けプレート製造への挑戦
宮城県 仙台市若林区 株式会社イトイン ＬＥＤ－ＵＶオフセット印刷機導入による新商品・新サービス開発
宮城県 仙台市青葉区 合同会社アデージョ 街なかのペットリゾート『ラグジュアリーペットホテル＆トリミングサロン事業』
宮城県 仙台市宮城野区 本田精機株式会社 半導体デバイス用シリコンウエハーラッピング装置の大径コア部品製造による新分野展



県 市町村 事業所名 テーマ
宮城県 仙台市太白区 有限会社渡信鉄工 高度金属曲げ加工を用いた高精度短納期でのスクリュー製品製造
宮城県 仙台市青葉区 株式会社総合エステート 不動産業のプロが簡易宿泊所事業へ参入し、衰退が進むリゾート地域を活性化
宮城県 仙台市若林区 株式会社鐘崎 美と健康をテーマとした全く新しいブランドの開発展開
宮城県 東松島市 貴凛庁株式会社 コロナ時代に求められる宿を奥松島から
宮城県 仙台市青葉区 シビレ株式会社 移住プラットフォームＷＥＢアプリケーション「ソコクラ」の開発
宮城県 仙台市太白区 株式会社ホテル佐勘 デジタル技術で「魅せる×効率経営」を両立するレストラン事業
宮城県 仙台市青葉区 ゆずりは歯科医院 健康増進とフレイル予防を導くオーラルヘルス＋セルフケアサービス事業
宮城県 名取市 有限会社高橋ボデー 地域における福祉のライフスタイルをつくるお手伝い・車椅子固定装置の製作施工
宮城県 本吉郡南三陸町 一般社団法人南三陸研修センター オンラインツアー＆ワーケーション受入態勢整備事業
宮城県 仙台市青葉区 ｈａｕｓｋａａ アレルギーフリー菓子のイベント出店型から自店開業へ業態転換
宮城県 仙台市太白区 日本プラグ工業株式会社 恒久設置型非鉄製水量制御用プラグ生産体制構築事業
宮城県 石巻市 株式会社リュクス 石巻港における精密機械製品等特殊流通加工倉庫運営事業
宮城県 石巻市 有限会社アカイ精機 半導体製造装置部品製造への進出による金型製造事業依存からの脱却
宮城県 名取市 株式会社松本不動産企画 フィッシングガイドを中心とする、地域資源を有効活用したアウトドアレジャー事業の
宮城県 多賀城市 吉田企画 仙台初！メンズに特化した痩身・脱毛の非接触型セルフエステ
宮城県 大崎市 株式会社松倉 「ご褒美スイーツ」市場へ挑戦！非接触型販売による商品の提供
宮城県 石巻市 有限会社大森林グループ 宮城ブランド牛の日高見牛を主力とした焼肉店とＥＣ販売事業へ新分野展開
宮城県 仙台市青葉区 株式会社ホテル湯の原荘 宿泊業に依存した経営体制脱却のためのカフェ＆スウィーツ事業の展開
宮城県 塩竈市 海鮮せんべい塩竈株式会社 海鮮菓子小売業（製造小売）から海鮮専門バーベキュー料理店への新分野展開への挑戦
宮城県 東松島市 東北パイプターン工業株式会社 DX政策推進に不可欠な通信用インフラ向け鋼管製品供給体制構築事業
宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社新大忠リゾート ペットと泊まれる高級貸別荘サービスの提供
宮城県 石巻市 一般社団法人はまのね アフターコロナを見据えた、サブスクリプション型地方創生ワーケーション
宮城県 栗原市 株式会社二上 ［豆乳凝固性酵母ＳＣＹ－０３］を用いた豆乳凝固食品の製造・販売
宮城県 石巻市 株式会社エヌエス機器 電気自動車向け樹脂コネクターの加工技術の高度化による新規事業参入
宮城県 仙台市宮城野区 中城建設株式会社 知的資産を活用し、障がい者福祉施設の運営事業に参入する
宮城県 仙台市青葉区 有限会社大平食料品店 業務用鮮魚卸売から小売進出！美味しい魚料理を開発しご家庭へ



県 市町村 事業所名 テーマ
宮城県 角田市 佐藤裕貴 台風１９号被害、コロナ禍を経て地域産物活性オンラインサービスの提供
宮城県 石巻市 株式会社ＧＥＮＫＩＩ タイヤ整備・小売から再資源活用までの一元管理システムの構築
宮城県 仙台市若林区 森民酒造本家 老舗酒造による地域密着＆健康志向の「甘酒」カフェへの新規参入
宮城県 大崎市 株式会社折居技研 ３Ｄ造形による製造工程革新で「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」をボトムアップ
宮城県 仙台市宮城野区 有限会社佐藤重機興業 「揚重事業×設備工事」のシナジー効果による事業再構築
宮城県 仙台市青葉区 株式会社チソー食房 特殊急速凍結システム導入！冷凍市場における「牛たん」の新たな試み
宮城県 仙台市若林区 株式会社ＲＤＶシステムズ 「市場動向、顧客ニーズに沿った　機密文章等抹消の新システム確立」
宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社ＡＳＫ スポーツパーク新設と事業間連携・相乗効果による高収益事業化
宮城県 仙台市青葉区 ミリスダイニングバー ダイニングバーから昼のビーガンカフェへの転換
宮城県 仙台市宮城野区 株式会社メデイカルサイエンス ＡＩ機能搭載の診断技術向上に向けた内視鏡画像管理システムの開発および販売
宮城県 仙台市宮城野区 株式会社アル・エル シェアオフィス事業の強みと三つ星シェフで創る滞在型飲食店展開
宮城県 大崎市 株式会社遊佐建築 「木造建築×温泉×対話」で暮らすように過ごせる宿泊サービス提供

宮城県 登米市 株式会社大一物流
梱包材が使用されていない製品（石灰等）を特殊車両（ＹＴ式粉粒体搬送車）を使っ
て、運搬するサービスの提供

宮城県 石巻市 株式会社メビテック 大型設備等向け製品図面作図及びフルリフォーム技術革新事業
宮城県 宮城郡七ヶ浜町 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 七ヶ浜の観光スポットがオリジナルコーヒーの焙煎加工事業を新分野展開
宮城県 仙台市青葉区 ライフラボラトリ株式会社 介護・医療分野への入退管理システム展開
宮城県 名取市 株式会社Ｉｎｔｅｒｕｎｄ 最新塗装ブース導入で中古車販売から水性塗装サービス業に業態転換
宮城県 栗原市 株式会社わたなべ総業エコリンクス 新たな再生資源活用促進事業による事業再構築とＳＤＧｓへの取り組み
宮城県 東松島市 株式会社カメヤ 中間処理施設建設について
宮城県 仙台市若林区 ＫＦアテイン株式会社 ～モノ売りからコト売りへ新分野展開～塗料メーカーが最高の塗膜を提供する塗装事業
宮城県 亘理郡山元町 メルコジャパン株式会社 精密加工プレート分野への参入
宮城県 仙台市宮城野区 陸前総合開発株式会社 廃棄物運搬業からＤＸを駆使した一貫総合産業廃棄物工場に再構築

宮城県 仙台市青葉区
株式会社ｎａｎｄａｒｙ　ｃａｎｄａ
ｒｙ

催事激減で苦境の公園等屋外スペースにモバイルレンタルオフィスを装備し、企業のリ
モートオフィスニーズにマッチングさせる事業

宮城県 仙台市太白区 ｅｎｊｉ 仙台から全国へ！　ＥＣサイト構築と創作最中キットの通信販売



県 市町村 事業所名 テーマ
宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｓ・Ｙワークス 日本のワイナリーを集めたプラットフォーム事業
宮城県 宮城郡利府町 有限会社フジヨシ鉄工 バイオマス発電向けサイクロン集塵機用部材製作技術革新事業


	宮城県

