
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 青森県 からくり工房工遊館
遊ぼう！パズルあおもり【パズルで発見！青森の魅力ある地域情報。＆
スマホ連携】

青森銀行

2 青森県 株式会社ヤンサン 八戸地域海産物資源を活用　八戸の恵みプロジェクト 三八城税理士法人

3 青森県
田子かわむらアグリサービス
有限会社

低温熟成にんにくの医療健康・化粧品関連業向け素材の開発、販路拡
大

みちのく銀行

4 青森県 きもの處　㐂好 あおもり和の室礼［新しいスタイルの室礼品で青森を発見］ みちのく銀行

5 青森県 BREST 津軽伝統工芸『こぎん刺し』モダンコンセプト商品開発計画 青森商工会議所

6 青森県 合同会社tecoLLC おきあがる南部鉄器てつっこ開発・販路開拓・キャラブランド化計画 雪田　廣志

7 岩手県 松葉商店 地域ゆるキャラを活用した新ご当地グルメ開発 花巻市起業化支援センター

8 岩手県 有限会社宝来館
（１）「歩く・見る・学ぶ釜石・鵜住居キッズの防災力」学習旅行の企画開
発
（２）震災体験の伝承「宝来館物語」（冊子）の企画開発

猿川裕巳税理士事務所

9 岩手県 有限会社クワン
南部炭染（なんぶすみぞめ）の特性「抗菌・防カビ・消臭他」を活かした医
療・介護用リネン用品の開発

東北銀行本店営業部

10 岩手県 みんなのしるし合同会社
３．１１の教訓を生かした芸術鑑賞会・防災授業に提供するコンテンツの
制作

気仙沼信用金庫盛支店

11 岩手県 有限会社システム・ラボ 姿絵管理Ｗｅｂ受注システム 岩手銀行大船渡支店

12 岩手県 有限会社佐藤電機 訪問入浴サービス事業者向け折り畳み式浴槽の開発と販路開拓 協同組合さいたま総合研究所

13 岩手県 株式会社川喜
アルコールフリー（０％）で保存可能なヘルシー生そばのブランド開発事
業

岩手銀行中妻支店

14 岩手県 ひころいちファーム
地元産の米を食べよう　－業務用米粉麺の開発により市内での浸透を
目指す－

税理士菅原弘志事務所

15 岩手県 御菓子司　木村屋
被災者の想いを、老舗菓子店として新事業展開により実現～お菓子の
強みを活かして憩いの場・交流の場をつくる～

税理士菅原弘志事務所

16 岩手県 有限会社永澤家具店 見守りネットワークきずな支援事業 岩手銀行千厩支店

17 岩手県 株式会社日専連宮古 「宮古のいい品ギフト」及び「ドライブスルー窓口」システム構築事業 岩手県中小企業団体中央会

18 岩手県 株式会社ミナミ食品 地元産果実由来プロテアーゼを活用した高齢者向け軟化食品の開発 東北銀行久慈支店

19 岩手県 株式会社紬 棚から家までを簡単につくれる木材キット「ＫＵＭＩＫＩ」の開発・販売 岩手銀行高田支店

20 岩手県 高橋洋服店 ローカルデザイングッズの企画製造販売事業 盛岡信用金庫久慈支店

21 岩手県 株式会社ドリームスケッチ
いわて子育てポータルサイト「もりおか子育てノート」の制作・運営（ス
マートフォンおよびPC用）

岩手銀行本宮支店

22 宮城県 株式会社シーディアイ 震災復興へ向けた無料版ＣＡＤの普及促進事業 七十七銀行蛇田支店

23 宮城県 株式会社クララケア・サポート 高齢者向けオシャレな紙パッド併用型下着の開発とブランディング事業 七十七銀行長町支店

24 宮城県 株式会社インターサポート
グローバルキャリア形成を目指す留学生向け海外専門教育プログラム
の開発

七十七銀行本店

25 宮城県 株式会社グランス
自立型個別指導に基づく独自テキストの開発及びクラウドコンピューティ
ングによる動画解説の配信に関するビジネスモデルの調査・検討

七十七銀行東仙台支店

26 宮城県 株式会社福互 土木工事における新たな土留め「ブロックプレキャスト開発」 仙台銀行

27 宮城県 キューベスト
高齢者専門（６５才以上）のアパレルファッションブランドの企画、製造、
販売の開発事業

気仙沼信用金庫津谷支店

28 宮城県 株式会社メルサ ＳＮＳと知的資産経営報告書を融合した中小企業の学卒者採用支援 税理士法人土田船越事務所

29 宮城県 株式会社福一
宮城県蔵王町で農家が自家消費以外で廃棄されている特産野菜を伝統
的加工方法での製造販売による地域活性化

川崎信用金庫鶴見支店

平成２５年度小規模事業者活性化補助金　採択一覧（東北局）



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

30 宮城県 株式会社松倉
女子向けのお酒のおつまみや小腹がすいた時の新商品開発『身体にう
れしい女子好み』

仙台銀行

31 宮城県 有限会社ヤマコ武田商店 加熱用生鮪を利用した「魚漬け」の開発 七十七銀行北浜支店

32 宮城県 小野寺商店
三陸の豊かな海の食材を利用した「（仮称）気仙沼ふりかけ」の企画・製
造と販売

気仙沼信用金庫鹿折支店

33 宮城県 今野梱包株式会社
多品種小ロットに対応したスマートフォンケース等の受注生産・情報発信
サービスの提供

河南桃生商工会

34 宮城県 合同会社リハプロ 「リハビリ成果」を客観評価し現場改善を促進するサービス 北海道銀行本店営業部

35 宮城県 ＫＦアテイン株式会社 着雪防止機能で電車の運行を止めない雪滑り塗料 アイアンドエス税理士法人

36 宮城県 株式会社百戦錬磨 ＪＯＩＮｔｌｙ－ｇｒｅｅｎＪＡとのコラボレーションによる農業体験支援サービス 七十七銀行本店営業部

37 宮城県 わかば農場株式会社 登米市迫町新田地区の地域おこしとブランド化を推進する事業 仙台銀行

38 宮城県
株式会社ラポールヘア・グルー
プ

美容室内併設の無料託児室で実施する、幼児向け英語教室の展開
ユナイテッド・アドバイザーズ税
理士法人

39 宮城県 有限会社マルイチ西條水産 宮城県・十三浜産のワカメを使った「ワカメ餃子」の開発 七十七銀行志津川支店

40 宮城県 たみ子の海パック 南三陸産海域で採取されるワカメの新風味商品の展開 南三陸商工会

41 宮城県 エム・イー・テック株式会社 キーレスロック　システム生産用信号変換器の開発 仙台銀行

42 宮城県 有限会社一禪社 葬祭終了後のワンストップサービス提供 東松島市商工会

43 宮城県 有限会社粟野商店 本州一の大豆産地が生んだ「湯葉重ね豆腐」と「豆腐のもろみ漬け」 古川信用組合三日町支店

44 宮城県 欅産業株式会社
宮城の景色、仙台箪笥、仙台民藝箪笥の進化・深化・新化・真価プロジェ
クト

利府松島商工会

45 宮城県 有限会社戸田商店 ｉｔｏｎｏａｔｏｒｉｅ－イトノアトリエ２０１３ 石巻信用金庫

46 宮城県 有限会社ユー・エム・アイ 仙台を商圏とする子育て（未就学児）用ポータルサイトの構築と運営 みやぎ仙台商工会

47 宮城県 末永九兵衛商店株式会社
被災地で銀鮭と帆立の養殖業復旧から６次産業化で地域の再生を目指
す事業

一般社団法人日本経営士会経
営士総合研究所

48 宮城県 ディル・セ・おながわ株式会社 女川の海の恵みを閉じ込めたカレー缶詰の開発とその販路開拓 女川町商工会

49 宮城県 株式会社ワンズ 塩分制限のある障害者向け「無塩梅干し」及び「梅肉」の製造・販売 仙北信用組合

50 秋田県 手作り工房心紬
和服のリユース（再生）技術を活用した新たな高齢者向けサービスの事
業化

秋田銀行神宮寺支店

51 秋田県 有限会社伊藤漬物本舗
新感覚おつまみ“いぶりガッキー”（チョコレート味・チーズ味）の新商品
開発

小室経営コンサルタント

52 秋田県 有限会社キョウリツ電子 改良型放射能検査用Ｕ－８容器の試作および販売 鈴木典男税理士事務所

53 秋田県 有限会社あきた村 学校・病院・事業所向け「汚染ゼロ・グリーン清掃」サービスの事業化 秋田県信用組合東支店

54 秋田県 美しい着物喜久屋 夏の成人式に着る準フォーマル絽の着物「涼やか小振袖」の作製と販売 ゆざわ小町商工会

55 秋田県 有限会社川光 低ランニングコストの工事の必要がない移動可能な融雪装置 秋田銀行山王支店

56 秋田県 私の絵本カンパニー 認知症患者と後期高齢者に対するメモリーブックの作成サービス 秋田銀行秋田東中央支店

57 秋田県 株式会社本田商店 ブライダル向け衣服を使った両親感謝状の開発 小室経営コンサルタント

58 秋田県 株式会社ＳＢプロジェクト
地元伝統食品「いぶりがっこ」の高級嗜好品化による新特産品の開発・
販路開拓

佐々木一郎税理士事務所



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

59 秋田県 株式会社ワイズキッチン
秋田の食を提案・発信する“ラボラトリースペース型ライフスタイルエリ
ア”の構築事業

小室経営コンサルタント

60 山形県 米鶴酒造株式会社
日本酒の新しい機能デザインパッケージ開発とインテリア市場への販路
開拓

山形銀行高畠支店

61 山形県 有限会社アルセ・エコ開発
店舗向けの揚げ物油劣化防止器具を工場及び海外向けに市場拡大事
業

きらやか銀行城西支店

62 山形県 山形コミュニティ放送株式会社 行政用臨時災害時用移動ラジオ放送局機器の開発 吉田義尚税理士事務所

63 山形県 合同会社はねまん
既存市場の課題解決型！トレーディングカード個人売買サイトの構築事
業

荘内銀行桜田支店

64 山形県 畳屋道場株式会社 国産畳・畳製品のパリを拠点としたヨーロッパ市場の販路開拓事業 山形中央信用組合寒河江支店

65 山形県 だんご本舗たかはし 地元に特化した新鮮スイーツと、できたて感の演出プロジェクト 荘内銀行上山支店

66 山形県 株式会社ミール 国産原材料を使用した「ドライフルーツ・乾燥野菜」の製造販売 新庄信用金庫

67 山形県 有限会社安全野菜工場
未来型農業の植物工場ビジネスを普及するためのコンサルティングサー
ビス事業計画

荘内銀行米沢中央支店

68 山形県 株式会社ミールサービス 発芽胚芽米を使った高機能粥状食品の販路開拓 米沢信用金庫

69 山形県 鶴岡シルク株式会社
「きびそ」の特性を活かした更なる高付加価値シルク商品の開発と販路
拡大

荘内銀行鶴岡南支店

70 山形県 食料品みやざき
「黒川名物凍み豆腐用秘伝のたれ」の常温保存化と賞味期限の長期化
型商品の開発

出羽商工会

71 山形県 ワタナベ・コア有限会社 保存性に優れた鋳造用ガス中子の開発 山形銀行南館支店

72 山形県 有限会社玉谷製麺所 雪の月山をイメージさせるショートパスタの開発事業 山形銀行西川支店

73 山形県 有限会社あっさり 観光バスによる山形観光の観光客専用の米沢牛おこわ弁当の開発 山形銀行小松支店

74 山形県 株式会社オイコス カーボンナノチューブ・低電圧・高効率屋根融雪システムの研究開発 きらやか銀行本店営業部

75 山形県 有限会社登府屋旅館 車いすでも家族旅行を気軽に安心して楽しめる仕組みづくり きらやか銀行米沢支店

76 福島県 有限会社だいもんじ食品 福島から世界に向けて発信する食文化の革新 福島銀行

77 福島県 サイバーマジック 「会津野菜ラーメン」開発事業
福島県商工会連合会会津広域
指導センター

78 福島県 株式会社正木屋材木店 福島県産材を使ったモダン神棚「Ｋａｍｉｄａｎａ」の新商品の開発 いわき信用組合

79 福島県 合同会社ドゥミール
地域の子育て中の家庭に向けたオリジナルお菓子の製造とお菓子作り
教室の開催事業

会津商工信用組合

80 福島県 渡辺政雄家具店 コンパクト仏壇の製造販売
福島県商工会連合会
浪江町商工会（臨時事務所）

81 福島県 株式会社フロントライン 新たな地域特産品「レトルトミネラル野菜西会津味噌ラーメン」開発事業 会津信用金庫

82 福島県
株式会社いわき印刷企画セン
ター

ＷＥＢを使い簡単発注できる豆本サイズのフォトブック作成システムの開
発

福島県商工会連合会

83 福島県
有限会社イメージ・クリエーショ
ン

自分史ビジネス・絆ネットワークプロジェクト
福島県商工会連合会会津広域
指導センター

84 福島県 株式会社中郷屋 一等米のみ使用。お米が指定できる抹茶入玄米茶 大東銀行

85 福島県 株式会社エクスファンディア
Ｕ－ｉｚ（ゆーあいづ）会津大学・会津短期大学生の為の無料スマートフォ
ンアプリ

東邦銀行会津支店

86 福島県 Ｈ＆Ｔ株式会社 女性向けポータルサイト及びアプリ開発事業 会津商工信用組合

87 福島県 有限会社永井のくわ 簡単に片手で使える「段ボール箱開封器」製造販売事業の展開 滝根町商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

88 福島県 ｃａｄｅａｕ
安全、高品質な福島県産食材の積極的利用及び普及推進のための飲
食店事業

福島信用金庫本店

89 福島県 山田　礼子 地域企業の商品、サービスを活かした郡山親子体験教室 東邦銀行安積支店

90 福島県 トレードアーチ株式会社
ブライダル産業への新商品参入として刺繍品や金加工品の商品開発を
行う

いわき信用組合

91 福島県 珈琲香坊 ご当地自慢の水で作るオリジナルアイスコーヒー製造事業の展開 矢祭町商工会

92 福島県 有限会社アイシステム 高齢者社会に向けた、高齢者の体型に合わせた専用衣料品の開発 有限会社インキューブ

93 福島県 株式会社阿部ニット ニットの伸縮性や着心地を活かした女性のための美しい白衣の開発 福島信用金庫月舘支店

94 福島県 結城食品 「ベジタブル根菜釜めしの素」開発販売促進事業 二本松信用金庫金色支店

95 福島県 株式会社アクティア
“消費のプロ”主婦の視点で顧客満足度向上のためのコンサルタント事
業

会津商工信用組合本店営業部

96 福島県 株式会社みうら とまと麺大作戦 二本松信用金庫根崎支店

97 福島県
株式会社エコハイテクコーポ
レーション

消臭剤として開発した製品をニーズに合った商品としての販路事業 いわき信用組合

98 福島県 株式会社ヤマカワドライ 消防防火服の特殊洗浄と透湿性撥水撥油再生加工システム事業 福島信用金庫南支店

99 福島県
株式会社サンズエンジニアリン
グ

ハイブリッド冷却法による高品質保冷ケースの開発 福島銀行
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