
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 愛知県 株式会社中部デザイン研究所 軽度の加齢性難聴者を対象とした補聴耳カバーの開発 名古屋銀行名古屋駅前支店

2 愛知県 プラナスケミカル株式会社 農業用用排水管（ＦＲＰＭ管）の簡便で安価なひび割れ検出工法開発 愛知銀行鳴海支店

3 愛知県 有限会社植田屋染工場 蓄光素材のマルチカラー化 豊橋信用金庫

4 愛知県
株式会社ノームラトレーディン
グ

ダニの増殖を抑制する防ダニ機能と除湿効果のある新繊維製品の製
造・販売

いちい信用金庫一宮支店

5 愛知県 株式会社エルスタット 地球に優しいエコバンド拡販計画 西尾信用金庫

6 愛知県 株式会社サン輝テクノ パソコン作業時のマウス症候群軽減アームスタンドの開発 豊田信用金庫岡崎支店

7 愛知県
株式会社クリエイトエンジニア
リング

小型・軽量・低価格の自動切粉破砕・圧縮機の販路開拓 蒲郡信用金庫緑丘支店

8 愛知県 株式会社加藤組 土を使用しない保水剤を含んだ薄型苔マット・苔シールの製品開発 岡崎信用金庫岩津支店

9 愛知県
株式会社ユートレーディング
コーポレーション

閉じた際にまわりを濡らさない、今までにない便利な傘の開発と販売。 名古屋銀行高蔵寺支店

10 愛知県 株式会社アズクリエイト 特殊プリンターを使った世界にひとつのオリジナル商品販売 東春信用金庫

11 愛知県 株式会社三恵社
オリジナル絵本の製作、頒布で特定地域資源を幼児教育に繋げる社会
貢献型販促事業

大垣共立銀行黒川支店

12 愛知県 株式会社インターテック ユニバーサル対応型キッチンの開発・販売 名古屋銀行藤が丘支店

13 愛知県 株式会社Ｍｉｎｏｂｏｒｄｏ 食用油酸化抑制装置の開発・販売 みらい経営

14 愛知県 株式会社ＳＲサービス “和“をコンセプトとする、環境配慮型インテリア鉢の開発・販売 西尾信用金庫

15 愛知県 株式会社ＡＲＩＯＮ 高齢者・独居生活者の安否確認「２４Ｈ×３６５安心生活創造事業」 東濃信用金庫高蔵寺支店

16 愛知県 豊岡エンジニアリング株式会社
ロボット専用自動バリ取りツール交換装置「あの手・この手・その手」（製
品名）の低価格タイプの新興国市場向け拡販

西尾信用金庫

17 愛知県
イヴォルブコスメティック株式会
社

腸内環境を整えたいというニーズに対応した寄付付きチョコレートの開発 碧海信用金庫天白支店

18 愛知県 株式会社エストレージ 短納期、低価格で高品質のフルオーダー収納具の製造販売事業 岡崎信用金庫一社支店

19 愛知県 株式会社びーふる 商業用フィギュアの瞳（ひとみ）の高度な表現方法の研究開発 尾西信用金庫

20 愛知県 有限会社一藤産業 使い捨て多機能紙袋開発事業 豊田信用金庫土橋支店

21 愛知県 株式会社ネットコム 音楽療法の実践を助ける「歌唱自動判定アプリケーション」の開発・販売 豊橋信用金庫

22 愛知県 株式会社ローヤル珈琲 おやこ・デ・カフェ事業計画 あいち税理士法人

23 愛知県 株式会社秀和
ＰＣやスマホから作れる、エンターテインメント性を兼ね備えた次世代パ
ネル作成サービス

名古屋銀行桜山支店

24 愛知県 ＩＴＳアライアンス株式会社 ＩＣＴを活用したコミュニケーショントイマスコット開発 名古屋銀行平針支店

25 愛知県 株式会社明城
独自開発したパネル工法（国産無垢材１００％使用）の普及促進＝告知
する

西尾信用金庫

26 愛知県 株式会社ＩＴ工房Ｚ 農業経営を支援する営農日誌クラウドサービス「あぐり日誌」の開発 中日信用金庫名古屋支店

27 愛知県 株式会社日野澤商店 粒子径コントロールにより顧客ニーズに対応する粉糖商品の開発 大垣共立銀行菊井町支店

28 愛知県 有限会社山雄工芸 冷間加工による機械設備用プラスチックカバーの試作開発 名古屋銀行東中島支店

29 愛知県 東海エコ工業株式会社 要介護者向けマット式電気不要自動ドアの開発と販路拡大 碧海信用金庫南安城支店

平成２５年度小規模事業者活性化補助金　採択一覧（中部局）



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

30 愛知県 鈴木達也行政書士事務所 音の出る遺書「ハッピーエンディングメロディー」の商品化 豊橋信用金庫

31 愛知県 鈴木左官 楽に扱えるコンクリート表面加工ならし機の開発及び販売 豊川信用金庫経営支援部

32 愛知県 有限会社再生計画 醸造酢を主原料にした農業用硝酸態窒素低減剤の開発 豊橋信用金庫

33 愛知県 株式会社ＡＫ総研
大豆の機能性成分をまるごと使った美容と健康に良いアイスクリーム開
発事業

岡崎信用金庫柳橋支店

34 愛知県 エバイス株式会社 「自転車首都名古屋サイクルマップ」″ＢｅｓｔＣｙｃｌｉｎｇＣｉｔｙｉｎｊａｐａｎ″ 瀬戸信用金庫上社支店

35 愛知県 有限会社山源陶苑 常滑焼の新しい伝統を作るためのティーポット開発と新しい商品ＰＲ方法 知多信用金庫

36 愛知県 有限会社セントラル堂
大衆演劇を用いた高齢者の機能維持を目的とする介護レク用映像コン
テンツの開発

豊橋信用金庫

37 愛知県 株式会社ジェイ・クリエイト
特殊シリンダを活用した昇降機能付き入浴介護機器「シャワーキャリー」
の商品化及び販売

瀬戸信用金庫熱田支店

38 愛知県 株式会社ソハード シート類を細密で複雑な形状に切り抜いたオーダーメイド製品開発。 瀬戸信用金庫西枇杷島支店

39 愛知県 富士凸版印刷株式会社 機能性ローズシルク歯磨き粉で、口内環境のアンチエイジング 瀬戸信用金庫今池支店

40 愛知県 西洋菓子処東山 地元産のミニトマトを使用したヘルシースイーツの商品開発 東浦町商工会

41 愛知県 株式会社ハットリマーキング 自社の生産施工技術を活用し、カーラッピングで新しい市場を開拓する 西尾信用金庫

42 愛知県
南部薬品グループ・サザンフー
ド株式会社

愛知県内義歯使用者を対象としたフルーツポタージュスープの製造と販
路開拓

岡崎信用金庫本店営業部

43 愛知県 いろり屋
－６０℃真空冷凍保存で長期間保存できる安心安全なアレルギー対応
のお菓子の開発

瀬戸信用金庫熱田支店

44 愛知県 株式会社三水商工 液晶画面破損防止衝撃吸収フィルムの製造販売 尾西信用金庫

45 愛知県 有限会社ゼンコー
トルク管理を可能にした緩み防止ボルトの低コスト加工技術の確立によ
る販路拡大

中日信用金庫藤島支店

46 愛知県 ワコ－電気有限会社 ポ－タブルトイレの汚臭を完全封止できる缶スプレイの開発・販売 西尾信用金庫

47 愛知県 タケダビデオ
自動制御装置搭載マルチコプターによる安定した空撮技術の確立と映
像の制作

豊橋信用金庫

48 愛知県 株式会社ヒューマンネット
中高年離職者向け自立支援ツール提供による中小企業のシステム化支
援事業

半田信用金庫

49 愛知県 有限会社フォックシー
問題を抱えた子供の母親や高齢者が気軽に来て笑顔になれるネイルサ
ロン

碧海信用金庫豊田支店

50 愛知県 キキ株式会社 カウンセリングデザイン事業のサービス開発・推進計画 中日信用金庫浄心支店

51 愛知県 株式会社近藤紙工 高齢者の体力低下を助ける紙製ドラム缶の家具の製造販売 瀬戸信用金庫菱野支店

52 愛知県 株式会社エスプリ
ローカルデータ蓄積型レンタルタブレットアンケート事業及びデータ解析
事業

尾西信用金庫

53 愛知県 昭和企画株式会社
中部地区であまり普及していない電気駆動のロードトレインを開発し、イ
ベント等に貸し出す事業。

愛知銀行赤池支店

54 愛知県 ２ｍｍｄｅｓｉｇｎ
オリジナルウェディングアイテムの販売・レンタルおよびトータルプロ
デュース事業

中京銀行本店営業部

55 愛知県 株式会社巧設計室 大地震でも倒壊しない、安心・安全な耐震外構塀の製造及び施工 水野剛税理士事務所水野剛

56 愛知県 民宿妙子 篠島名物「篠島おんべ鯛たい焼き」の製造販売による島おこし 知多信用金庫

57 愛知県 シントール薬品株式会社
競走馬及び競馬馬の市場獲得を目指すた為の馬用冷却クレイとジェル
の試作開発

尾西信用金庫

58 愛知県
株式会社ユニバーサルセイフ
ティクラブ

災害時に避難場所へ迅速に避難誘導するため、防災無線、火災発生時
のための消火器を内臓したソーラーシステムによる非難誘導標識の製
作。

名古屋銀行東中島支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

59 愛知県 あとりえ　とう花 国内唯一のオリジナル陶磁器カメオアクセサリーの開発及び販路拡大 瀬戸信用金庫瀬戸東支店

60 愛知県 株式会社バンブー苑 緑化率維持向上のための芝生駐車場維持管理サービス 豊田信用金庫本店営業部

61 愛知県 株式会社マダムアリス 老人介護施設向け、高齢者の体に優しい野菜ケーキの開発・販売 荒井真紀税理士事務所

62 愛知県 テラベース株式会社 スマートフォン一体型単眼顕微鏡 岡崎信用金庫本店営業部

63 愛知県 株式会社豊島技研 耐久性向上のためのＴＤ処理複層化開発事業 岡崎商工会議所

64 愛知県 Ｔｒｅｎｄ　Ｍｅｄｉｃａｌ有限会社 植物の生育促進『発育玉』の用途開発と実証 碧海信用金庫本店営業部

65 愛知県 上坂印刷株式会社
子供たちが制作した紙芝居の高度化による新たな観光ツールの開発・
販売

西尾信用金庫

66 愛知県 株式会社セイホウ
ＨＡＫＯＹＡの「パッケージ・マネジメント」という新サービスによる農産品
等の販路開拓

中日信用金庫名古屋支店

67 愛知県 有限会社リンアン ご当地キャラクターを使用したティーバッグの開発・販路拡大事業 瀬戸信用金庫印場支店

68 愛知県 株式会社ウェイストボックス 知ってエコ！　地域貢献型カーボン・トレースシステム開発及び販売事業 岡崎信用金庫代官町支店

69 愛知県 株式会社うちうら
豊橋の民話・歴史・文化を活用した新商品「豊橋妖怪本・商品駝ツアー」
の開発

豊橋信用金庫

70 愛知県 株式会社覚王山総研 税理士向けの月次報告書作成サービスの開発及び販路開拓 関博明

71 愛知県 豊受工業所 高品質・低価格を両立した特殊形状のプラズマノズルの試作開発 西尾信用金庫

72 愛知県 株式会社日本ユニバーサル
透明高温面状発熱技術を使った石英ガラス管を電気式追い炊き機に利
用する事業

愛知銀行黒川支店

73 愛知県 みのる陶苑 瀬戸焼による故人のメモリアル商品の製造販売 瀬戸信用金庫赤津支店

74 愛知県 株式会社ナイガイ 未利用素材見本を活用した高感性ファッション小物製品の開発・販売 尾西信用金庫

75 愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＳＵＮＮＹ メンズ対応エステとフェイシャルマッサージの提供 尾西信用金庫

76 愛知県 株式会社ワイヤレス・デザイン 産業機器向け信号ラインの無線化を実現する標準モジュールの開発 名古屋銀行碧南支店

77 愛知県 有限会社ソラリア Tシャツを使用した広告宣伝及びフィンガーペインティング普及 愛知銀行小牧西支店

78 愛知県 株式会社栄光電機 計測機器を用いたエネルギーのムダを発見する提案サービスの開発 岡崎信用金庫矢作支店

79 愛知県 株式会社ピアワークス 音と外観を蘇らせる中古ピアノ再生プロデュース事業 鈴木　克欣

80 愛知県 株式会社たべもの工房
『砂糖ゼロ・油ゼロ』　高タンパク質、低糖質、低脂肪質の惣菜の宅配事
業

愛知銀行新道支店

81 愛知県 豊橋糧食工業株式会社
愛知県産高ベータグルカンもち大麦を用いた「大麦うどん」の開発と販路
開拓

商工組合中央金庫豊橋支店

82 愛知県
株式会社ASAKURA
PRODUCE

大学生との共同自社開発化粧品海外販路拡大事業計画 瀬戸信用金庫車道支店

83 愛知県 有限会社大住
宝飾、装飾品における３Ｄプリンターを活用した原型及び製品の開発事
業

北陸銀行 中村支店

84 愛知県 トライアルビレッジ
起業家やフリーランス向けの共有事務所スペース「コワーキングスペー
ス」の設立運営

鈴木　克欣

85 愛知県 株式会社ひまわり元気農園 名古屋市近郊における農業体験農園の事業展開 瀬戸信用金庫東郷支店

86 愛知県 香ノ木住建 若手大工職人による地域限定省エネデザイナーズハウスの施工販売 鈴木　克欣

87 愛知県 タスクール 販売者の顔が見えるソーシャルソーシングサービス “たすわーく” 中京銀行南陽町支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

88 愛知県 Hair　make　Dwarf 長持ち・ダメージレスパーマのメニュー化 豊田信用金庫浄水支店

89 岐阜県 株式会社リープ
安否確認・駆けつけコール「２４時間見守り隊！」・介護支援サービスの
展開

岐阜信用金庫六条支店

90 岐阜県 株式会社フェールカケフ 地域包括ケアの促進に向けた小規模地域拠点施設の販売事業計画 税理士大平吉郎

91 岐阜県 株式会社はらく ユニバーサルデザイン刃物に特化した体験応援型ショップの新事業展開 関信用金庫本店営業部

92 岐阜県 矩義所建築有限会社 バイオマス煙ゼロ発電による農業ビニールハウス事業の活性化促進 税理士法人汲田会計

93 岐阜県 スタジオきらら 単純動作で４８の運動効果をもたらす身体鍛錬具の開発と販売 十六銀行

94 岐阜県 嵯峨乃や 東濃Ｈｉｎｏｋｉを使ったオリジナル衣装ケースの開発と販売 恵那商工会議所

95 岐阜県 株式会社せんがプランニング
高齢者向け「旅行（外出用）ファッション」と「旅行企画」の組み合わせ販
売

岐阜信用金庫美江寺支店

96 岐阜県 浅野撚糸株式会社 コスメに特化した特殊撚糸工法による銀糸使用抗菌タオル開発事業 大垣共立銀行安八支店

97 岐阜県 有限会社角野製作所 充放電制御機能を備えた小型水力発電装置の開発 十六銀行恵那支店

98 岐阜県 株式会社エムスタイル 家庭菜園を楽しむ個人向けの土壌肥沃度測定キットの開発事業 河合俊宏（税理士）

99 岐阜県 有限会社良平堂
高機能フィルム活用で賞味期限延長を実現した栗和菓子の開発及び販
路開拓事業

東濃信用金庫恵那支店

100 岐阜県 有限会社角鍬商店
鮎の甘露煮等を用いた「佃煮の食べ方提案型商品」をコンセプトとした佃
煮販売の展開

関信用金庫本店営業部

101 岐阜県 株式会社Ｋｓ．ハート
『地域活性化に繋がる地産地消推進を目的としたスマートフォンアプリ開
発』

岐阜商工会議所

102 岐阜県 Ｔｏｋｏｔｏｗａ
個々のシニア層に合った国産材を使用したオリジナル家具の新商品開
発

各務原商工会議所

103 岐阜県 株式会社日本温浴研究所 アスリート系入浴剤の企画製造および販売に関わる事業 東濃信用金庫蘇原支店

104 岐阜県 有限会社森下商会
雪国の少子高齢化に向けた効率性と安全性の高い消雪パネル設置事
業

高山西商工会

105 岐阜県 ＩｍａｇｅＣｒａｆｔ株式会社 『Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｇｉｆｕ　Ｊａｐａｎ片手で出来る洗濯ハンガー』試作 岐阜信用金庫美濃加茂支店

106 岐阜県 小林生麺株式会社 北米でのグルテンフリー及び小麦アレルギー市場の開拓 十六銀行柳ケ瀬支店

107 岐阜県 シャルテ
歌詞で手技のわかるベビーマッサージソングの作詞作曲、およびＤＶＤ
の制作

各務原商工会議所

108 岐阜県 有限会社北栄テック
国内森林資源を有効利活用した木製クッションベンチの製作・普及プロ
ジェクト

大垣共立銀行白鳥支店

109 岐阜県 有限会社丸亨山田建設 汚染粉塵の流入を抑制する住宅用換気設備サービスの開発等事業 安田哲也税理事務所

110 岐阜県 株式会社スタートラベル グレイドアップの農業体験ツアー、プラススイート＆ピザ！ 東濃信用金庫陶支店

111 岐阜県 株式会社アルナックス アルミ製動物飼育小屋の改良（鳥インフルエンザ対策及び防寒対策） 恵那商工会議所

112 三重県 酒徳昆布 ユーザーとの接点営業を通した「昆布」の販売促進と新商品開発 百五銀行河崎支店

113 三重県 有限会社三輪鉱油 オリジナル切削油（アーチカット　アクア６５１７）の事業化と販売促進 東員町商工会

114 三重県 株式会社ナミカワ 立体物へのプリントサービス 三重銀行日永法人営業部

115 三重県 有限会社ヤシマ真珠 多様な組合せを楽しめるジョイント金具とジュエリー枠の開発 百五銀行伊勢支店

116 三重県 多気ブックセンター株式会社 神社の祀神を利用した書籍の発行と地域特産品を使った新商品の開発 多気町商工会
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117 三重県 株式会社スミス 介護予防運動用トレーニング椅子の開発と事業化 小俣町商工会

118 三重県 うれし野ラボ株式会社 都会のＯＬ、主婦向けのシーズニングオイルの販売事業 三重銀行津法人営業部

119 三重県 揚物・惣菜・弁当いとう
三重県内の野菜・畜産品の素材を活用した三重づくし（惣菜・弁当）の開
発

いなべ市商工会

120 三重県 有限会社ヘップバーン 出産した赤ちゃんの体重分のお酒を入れる祝い酒用ボトル 北伊勢上野信用金庫

121 三重県 有限会社学舎 障害児個別教育モデカ 北伊勢上野信用金庫

122 三重県 株式会社貫じん堂 尾鷲ひのきのＦＳＣ認定材を使った避難誘導サインの開発プラン 百五銀行伊勢支店

123 三重県 有限会社浜地屋
子育て世帯をターゲットにした手軽でヘルシーな魚の練り製品シリーズ
の開発

熊野商工会議所

124 三重県 株式会社レストランサポート 特殊製法により仕上げた熟成黒にんにくによる活力アップ事業 税理士法人大勢

125 三重県
ＲＫＤコーポレーション株式会
社

自社開発の金箔洗浄剤による低価格での金仏壇分解洗浄サービス まつお税理士事務所

126 三重県 株式会社ワイズ・ロティー
女性のニーズにあった伊勢醤油、抹茶などの地産品を活用した冷凍ス
イーツ開発事業

百五銀行富田駅前支店

127 三重県 有限会社世古林業
御山杉みやますぎ（神宮杉）を地域資源として活かした伊勢のオリジナル
特産品の製造、販売

度会町商工会

128 三重県 株式会社オフィスドットコム 「あいしてる!!～ママと子供の健康カルテ～」　プロジェクト 三重信用金庫御薗支店

129 富山県
株式会社アクセスネット情報技
研

インターネットを活用した海外商取引における汎用翻訳支援システムの
開発事業

北陸銀行魚津駅前支店

130 富山県 有限会社村製作所
指の入るスリットの貫通があり誰にでも持ち易くすることと、先端部分を
特殊な形状にすることにより、新たな機能を持った特殊形状スポンジの
販売

富山銀行小杉支店

131 富山県
株式会社カムイワークスジャパ
ン

ゴルフクラブ、ドライバー他、新商品開発 北陸銀行富山南中央支店

132 富山県 有限会社西川鉄筋 トンネル壁面の汚れを自動的に取り払う省エネ清掃用具の商品化事業 富山第一銀行入善支店

133 富山県 株式会社伸栄製作所 会員制住宅総合メンテナンスサービス事業の構築と運用 高岡信用金庫本店

134 富山県 川田食品株式会社
自社の製造装術を活用したオリジナルジェラートの試作開発、小ロット特
化のＯＥＭ事業

北陸銀行氷見支店

135 富山県 株式会社オーパーツ カジュアルギフト向け「ガラス製品のオリジナルエッチング」の普及事業 北國銀行富山南支店

136 富山県 株式会社森田農園 高糖度トマトを活用した地産地消農家カフェ ジェック経営コンサルタント

137 富山県 株式会社岡本 肌に優しく吸放湿性に優れた和服専門下着の開発・販売 北陸銀行越前町支店

138 富山県 有限会社仁光園
飼料米給与新鳥肉と雑穀を使った油で揚げない「とやまチキンライスコ
ロッケ（仮）」開発

北陸銀行戸出支店

139 富山県 ラーメン屋せんや
デイサービス入所者でも利用可能なフードゲータリングサービスの提供
事業。

ジェック経営コンサルタント

140 富山県 株式会社富山環境興研 環境保全型の天然酵素による食洗機洗浄方法の展開 富山銀行奥田支店

141 富山県 株式会社　キミオファッション
夜間時に着用するデザイン対応型反射材使用した衣料品や携行品の開
発

高岡信用金庫佐野支店

142 富山県 株式会社ミガキ
住宅地盤に関する適正調査および住宅基礎設計のワンストップ化サー
ビスの提供

富山市北商工会

143 富山県 株式会社エフズ・クローバー ニットセーターのリンキング縫製による高付加価値商品の開発・販売 北陸銀行新庄支店

144 富山県 お絵かき工房　きままハウス
特定市場における「アートインメッセージ（商標登録申請予定）・テキスト
セット」製造販売事業

北國銀行高岡支店

145 富山県 キュアコード株式会社 介護福祉施設向けのタブレット健康情報管理システム 富山銀行中島支店
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146 富山県 田組株式会社 単身シニア向け健康・安心・地場産こだわり中食弁当の開発・販売 北陸銀行伏木支店

147 石川県 森の窓株式会社 高気密引き寄せ締り型片引き窓（高気密、高断熱木製サッシ窓）の開発 北陸銀行羽咋支店

148 石川県 株式会社マルガー
能登の伝統発酵食品から分離した、乳酸菌を用いた機能性ヨーグルトの
開発

野々市市商工会

149 石川県 株式会社ゼック 商売の可能性を広げる「移動ビジネス用車両」のレンタル・リース事業 野々市市商工会

150 石川県 ＢＲＥＳＴ株式会社 歯医者さん選びの新基準！「人」から選ぶ歯科検索ポータルサイト 税理士法人中山会計

151 石川県 株式会社ビルドランド 有機溶剤を使用しない環境対応型次世代塗料の商品化と販路開拓 北陸銀行金沢西インター支店

152 石川県 有限会社ユーアンドゆ 「木質系バイオマスボイラー」導入のための段階的な提案事業
税理士法人表征史合同税理士
事務所

153 石川県 株式会社ヘルス 「溶岩」をイメージした新しいタイプの発泡型入浴剤の製造・販売
税理士法人表征史合同税理士
事務所

154 石川県 ピアズ・マネジメント株式会社 日本初のＦａｃｅｂｏｏｋコンテンツの印刷製本サービス「Ｌｉｆｅｂｏｏｋ」 税理士法人サクセスブレイン

155 石川県
株式会社ラピュタインターナ
ショナル

３００ガロン能力の逆浸透膜を使用した世界最小スリム水素浄水器の開
発

北陸銀行金沢支店

156 石川県 有限会社能作うるし店 経年変化による品質劣化した漆液の再活性化事業 柏野博英（公認会計士）

157 石川県 株式会社マルハ商店 「麹」の発酵成分の入浴剤「金沢美人の湯（仮称）」の開発・販売事業 金沢信用金庫野町支店

158 石川県 有限会社エーアイケー 超親水・帯電防止型の水性完全無機防汚コーティング事業 宝達志水町商工会

159 石川県 株式会社加賀染匠 今までにはないコントラストのある両面染色の販売事業 北國銀行山代支店

160 石川県 夢スタジオ
「非日常的な」シチュエーション等で「感動の一枚」を演出する撮影サービ
ス

野々市市商工会

161 石川県 ナチュラルスパイス　マザー
野々市市ブランド純米酒の酒粕を使ったスパイシーカレーの開発並びに
販売開拓事業

野々市市商工会

162 石川県 友禅空間　工房久恒 極薄生地に加賀友禅染を用いたモダンなファッション小物開発事業 のと共栄信用金庫

163 石川県 株式会社アイ・ツー 認知症予防のための高齢者向けタブレット端末レンタルサービス 北陸銀行金沢支店

164 石川県 有限会社エイトホンダ インターネットを利用した運転者向けの交通安全教育サービス 北國銀行小松東支店

165 石川県 有限会社サンニコラ 国内で大変希なカカオ豆から直接チョコレート（菓子）を製造する事業 北陸銀行泉野支店
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