
【地域需要創造型起業・創業（４１１件）】

Ｎｏ 都道府県 市区町村 事業テーマ 認定支援機関名

1 北海道 岩見沢市 岩見沢産キジ、玉ねぎを使った焼き鳥店の経営 北洋銀行岩見沢中央支店

2 北海道 帯広市 薬膳カフェを併設した漢方サロンの開設 帯広信用金庫本店

3 北海道 江別市
道産食品のテイスティングショップ兼マーケティングセン
ターの開設

空知信用金庫札幌支店

4 北海道 江別市 自家焙煎珈琲豆の製造販売事業 北海道銀行南一条支店

5 北海道 釧路市
FACEBOOKのファンページを用いた「防災情報提供サービ
ス」の実施による防災設備業の展開

鈴木圭介税理士事務所

6 北海道 札幌市 農業分野における障がい者雇用促進の実施 北海道銀行恵庭支店

7 北海道 札幌市 北海道初の美容材料の革新 北洋銀行札幌駅南口支店

8 北海道 札幌市
対話型による服薬指導を強化したマンツーマン型調剤薬
局の運営事業

北海道銀行南一条支店

9 北海道 根室市 放牧牛乳を活かした高品質チーズの製造 北海道銀行根室支店

10 北海道 深川市 地元に根付いた地域密着の税理士事務所作り 北空知信用金庫本店

11 北海道 倶知安町 「インターネットを利用した学習塾AIDnet」の展開 北海信用金庫倶知安支店

12 北海道 栗山町 高機能工業炉用バーナーの開発と省エネへの挑戦 北洋銀行栗山支店

13 北海道 比布町 地域木材を活用した木製品の開発、製造販売の実施 旭川信用金庫末広支店

14 北海道 幕別町
地方のアートを盛り上げるアート文具＆ユニーク雑貨小売
店の展開

北陸銀行帯広支店

15 北海道 羅臼町 知床羅臼の魚食文化と自然に触れるエコツアー 大地みらい信用金庫羅臼支店

16 青森県 青森市
BLACK BOX social kitchen
（ブラックボックスソーシャルキッチン）

青森銀行古川支店

17 青森県 十和田市 農産物を活用した複合事業の実施 みちのく銀行

18 青森県 南津軽郡藤崎町
女性ビリヤードプロによる、生涯スポーツとしてのビリヤー
ド普及事業

みちのく銀行

19 岩手県 北上市
故郷の森と里山再生による自然エネルギー利活用事業の
創業

北上信用金庫藤根支店

20 岩手県 北上市 地域発展に寄与するコミュニティビジネス企業の設立 北上信用金庫藤根支店

21 岩手県 北上市 英語レッスン付き民営学童保育の展開 北上信用金庫むらさきの支店

22 宮城県 仙台市
地域資源を活用した「安心・喜び・感動」提供型文具店の
開業について

七十七銀行榴岡支店

23 宮城県 加美郡加美町 障害者雇用による薬莱ワサビ事業の展開 七十七銀行小野田支店

24 宮城県 亘理郡山元町
被災地山元町における職場の創出と障害者の就労支援の
ためのトマトプロジェクトの実施

宮城県中小企業団体中央会
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25 秋田県 秋田市
ショッピングサイトの制作及びそのサイトを利用した商品の
販売代行

北都銀行本店営業部

26 秋田県 大仙市
建築設計におけるインスペクション(建物診断)導入による
効果的な中古建物ストックの流通支援事業

北都銀行大曲支店

27 秋田県 横手市 若者視点の花専門店・鉢花や贈答用花束の定期お届け等 北都銀行横手西支店

28 山形県 山形市 イタリアンレストラン経営 山形第一信用組合赤湯西支店

29 山形県 山形市 県産農作物を活用した漬物製造販売 天口信裕税理士事務所

30 山形県 米沢市 地域特産品の通信販売 米沢信用金庫本店

31 福島県 会津若松市 パエリアを囲んで縁を結ぶスペイン風家庭料理店 会津商工信用組合

32 福島県 会津若松市
個人のクリエイティブな活動をビジネスにする場（イベント）
創出事業

会津信用金庫

33 福島県 いわき市 水耕栽培による高齢者・障がい者の雇用拡大 いわき信用組合

34 福島県 いわき市 女性が立ち上げる被災地の高齢者への身近な介護 ひまわり信用金庫

35 福島県 喜多方市
歴史的建造物の有効活用と地場産品販売による賑わい創
出事業

福島銀行

36 福島県 喜多方市
地域資源「そば」を活用した洋菓子の開発、製造と販路開
拓事業

会津商工信用組合

37 福島県 喜多方市
オリジナル民芸品『起き上がりフラガール』の新商品開発
および展開

会津商工信用組合

38 福島県 郡山市 福島県の中小企業を中心としたホームページ作成 郡山信用金庫台新支店

39 福島県 本宮市 地域の特色を生かした「お菓子」づくり事業 東邦銀行本宮支店

40 福島県 耶麻郡北塩原村 在宅型勤務のクリエーター人材育成と業務モデルの構築 東邦銀行会津支店

41 茨城県 守谷市 （重）介護予防型デイサービス事業の実施 常陽銀行守谷支店

42 茨城県 日立市 監視カメラを用いた人の動作認識システムの開発・販売 茨城県信用組合多賀支店

43 茨城県 水戸市 日本庭園を活かした気軽に味わえる日本料理店 筑波銀行県庁支店

44 栃木県 足利市 栃木県産織物の啓蒙及び流通確立事業 足利小山信用金庫助戸支店

45 栃木県 宇都宮市
”永遠に麗しい素肌が保てる”安心安全な防腐剤等無添加
化粧品などの研究、開発、企画、輸入、販売

栃木銀行簗瀬支店

46 栃木県 さくら市 印刷屋の持つ在庫紙の引き取り及び買取り、それの販売 足利銀行氏家支店

47 栃木県 那須塩原市
中国黒龍江省地域生産品である麻製品の販売により、日
本での省エネ対策に寄与する

大田原信用金庫西那須野支店

48 栃木県 那須塩原市
さく井工事機械化に依る事業拡大と業界コスト低減及び生
活環境改善商品（間仕切りシート）の提供で売上増をめざ
す

栃木銀行黒磯西支店

49 栃木県 那須塩原市 エコロジーライフ進展に向けて 大田原信用金庫黒磯支店

50 群馬県 伊勢崎市 女性をターゲットとした低価格美容院の運営 群馬銀行赤堀支店

51 群馬県 太田市 クッキングカフェによる㈱わびすけ製万能調味液の販売 群馬銀行韮川支店
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52 群馬県 太田市 転倒防止用靴インソールの製造と販売 群馬銀行太田支店

53 群馬県 桐生市
旧織物工場を活用した特殊加工シルク製商品の開発及び
製造小売と体験教室の展開

しののめ信用金庫

54 群馬県 高崎市
働く女性、働きたい女性を相互に応援する、女性のための
家事代行事業

しののめ信用金庫

55 千葉県 柏市 自然派化粧品販売店舗の新規開設 千葉銀行柏西口支店

56 千葉県 浦安市
スーパーアルカリイオン水を利用したコインランドリー事業
の展開

朝日信用金庫

57 埼玉県 行田市 地域に根ざしたレクレーション型予防介護の実施 群馬銀行行田支店

58 埼玉県 さいたま市 住まいの総合コンサルティング及び建築工事 埼玉縣信用金庫大間木支店

59 埼玉県 さいたま市
地域写真情報誌を主力とする出版会社及び地域写真情報
誌創刊の実施

埼玉りそな銀行浦和中央支店

60 埼玉県 さいたま市 借主側のメリットに特化した不動産業の展開 武蔵野銀行北浦和支店

61 埼玉県 さいたま市
行政事務所開業及び仲良し円満家族育成キット作成の実
施

武蔵野銀行県庁前支店

62 埼玉県 志木市 飲食店「揚げたて天ぷら　宅味（たくみ）」の１号店出店 株式会社エイチ・エーエル

63 埼玉県 草加市 インターネットテレビ局『草加元気放送局』 城北信用金庫草加支店

64 埼玉県 吉川市
ベテラン主婦らの知恵を活かした食堂型談話室「しゅ食」の
開業。

栃木銀行吉川支店

65 埼玉県 神川町 小規模ディサービスの設立・運営 埼玉りそな銀行本庄支店

66 東京都 板橋区
低価格かつ高品質なインポートのブライダル商品のレンタ
ル及び販売

中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

67 東京都 板橋区
グローバル人材の育成およびBOPビジネスアイデアの創
出支援

巣鴨信用金庫板橋支店

68 東京都 江戸川区 インターネット市場を利用した古本等のリユース事業 小松川信用金庫平井支店

69 東京都 大田区
大人の発達障害者へのサポートグッズ・サポートサービス
の提供

さわやか信用金庫六郷支店

70 東京都 大田区 ウエディング関連情報提供サイト、ECサイトの展開等 芝信用金庫長原支店

71 東京都 江東区 飲食店開業（ワインと煮込みのバル） 西武信用金庫神田支店

72 東京都 品川区
インターネット回線及びカラオケシステム等の機器変更支
援

福島秀一税理士事務所

73 東京都 品川区
日本の民族衣装を自分で着られる技術習得に特化した教
室事業の実施

中村里美税理士事務所

74 東京都 渋谷区 オンラインを通じた新たな雇用機会の創出と地域の活性化 東京都民銀行渋谷支店

75 東京都 渋谷区 食を通じたコミュニケーションの場と女性雇用の創出
中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

76 東京都 渋谷区
ゲーミフィケーション等を活用したITスキルの習得のための
オンライン教育事業の展開

多摩信用金庫国立支店

77 東京都 渋谷区 おひるねカフェ「クースカ」店舗開設 興産信用金庫渋谷支店

78 東京都 渋谷区
職人の熟練技術を使ったブランド等に対するデザインコン
サルティングの実施

西武信用金庫千駄ヶ谷支店
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79 東京都 渋谷区 店舗向けWEB集客及び求職者獲得サービスの実施 西武信用金庫渋谷営業部

80 東京都 渋谷区 中小企業をターゲットとした経営支援事業の構築 東京東信用金庫四谷支店

81 東京都 渋谷区 日本にいる外国人留学生への就職支援活動の実施 東京都民銀行新宿支店

82 東京都 新宿区
スマート個人商店の為のオンラインツーオフライン購買支
援

第一勧業信用組合本店営業部

83 東京都 新宿区 地域に根付く創業を支援することで地域振興を図る 東京三協信用金庫

84 東京都 新宿区
企業の寮・社宅運営管理及び不動産コンサルティング業の
展開

東京都民銀行五反田支店

85 東京都 新宿区 バックアップサーバと照合用データベースの販売
中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

86 東京都 新宿区 個人向け不動産証券化ビジネスの展開 東京東信用金庫四谷支店

87 東京都 墨田区 会員制食物アレルギー検索サイトの運営 東京東信用金庫両国支店

88 東京都 墨田区 保育士に特化した職業紹介事業 東京東信用金庫両国支店

89 東京都 世田谷区 韓国人留学生向けエンジニア仕事情報サイト 東京シティ信用金庫玉川支店

90 東京都 世田谷区
生活支援サービス・ビジネスサポート事業の展開（女性ス
タッフだけの便利屋）

中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

91 東京都 世田谷区
独自の仕入れルートによる圧倒的な価格かつ良質な商品
を提供する回転寿司店を展開

税理士法人新日本筒木

92 東京都 世田谷区 生花販売ならびにウエディングプロデュース事業の展開等 芝信用金庫深沢支店

93 東京都 台東区 らーめん専門店「らーめん福籠」の開業 朝日信用金庫

94 東京都 台東区 フランス料理店「レストラン　et Vous」の開業 朝日信用金庫

95 東京都 台東区
浅草100年履物屋だからできる和文化コミュニティ事業の
展開

朝日信用金庫

96 東京都 中央区 料理講座の開催、及び食関連製品の企画、販売 東日本銀行月島支店

97 東京都 中央区 ママ向け子供服のWEBマーケットプレイスの展開 東日本銀行月島支店

98 東京都 千代田区
家探し・家造りと建設不動産プロジェクトのコンサルティン
グの実施

興産信用金庫市ヶ谷支店

99 東京都 千代田区 和文英文等の人力添削サービスの提供 宮野　亜希琴

100 東京都 豊島区
地域密着型かつ生活支援型の託児所・病後保育施設の開
業

中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所

101 東京都 豊島区 ロースイーツの通信販売事業 早川淳一税理士事務所

102 東京都 豊島区
小規模店が活用できる「口コミ」販売支援システムの制作
と展開

興産信用金庫市ヶ谷支店

103 東京都 中野区
BIOHOTEL（ビオホテル）の展開による、新たなオーガニッ
ク（ビオ）市場の開拓と拡大

西武信用金庫浜田山支店

104 東京都 中野区 生搾りジュースの移動販売事業
中野裕哲税理士・社会保険労務士・
行政書士事務所
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105 東京都 練馬区
未婚化・晩婚化・少子化対策　地域に根ざした結婚相談事
業の実施

全東栄信用組合東長崎支店

106 東京都 文京区 鍼灸治療院・エステティックサロンの運営 税理士法人福島会計

107 東京都 文京区 生活に潤いをもたらす荷札利用製品の販売会社設立。 おかやま信用金庫西奉還町支店

108 東京都 港区 税理士のクラウドソーシング事業 東日本銀行月島支店

109 東京都 港区 中小企業向け販売支援プラットフォームの形成・拡大 芝信用金庫本店

110 東京都 港区
関節リウマチ患者に特化した人間工学デザインに基づく歩
行補助具

さわやか信用金庫六本木支店

111 東京都 港区
スマートフォンなどIT機器に関する利用促進サービス「Hint
（仮）」

芝信用金庫新橋支店

112 東京都 目黒区
本格的な歯周治療、インプラント治療を中心にした歯科診
療の実施

榎本会計事務所

113 東京都 目黒区
フラワーエデュ協会設立　フラワーエデュインストラクター
養成講座実施

西武信用金庫恵比寿支店

114 東京都 稲城市
男性用育児バッグおよび女性用営業バッグの製造販売事
業

多摩信用金庫桜ヶ丘支店

115 東京都 国立市
「地域で開業する女性」のニーズに応じた会員制シェアス
ペース事業

多摩信用金庫国立支店

116 東京都 国立市
地域資源を活用した、新しい郊外型地域コミュニティの展
開

多摩信用金庫国立支店

117 東京都 国分寺市 Facebookを活用した地域産業活性化 多摩信用金庫京王八王子支店

118 東京都 調布市
ミニだるま製造・販売・PR実施による雇用創出・地域活性
化

多摩信用金庫調布北口支店

119 東京都 西東京市

培養細胞（特にiPS細胞を中心とした）等の新医薬品として
の研究開発等への応用を期待した形態学検査の受託およ
び、その他の物質の医薬品等の研究開発の試験に関する
形態学検査の受託並びにプロジェクトマネジメントを中心と
したコンサルティング業務の受託の体制構築

多摩信用金庫小金井支店

120 東京都 西東京市 タイ料理店の実施、タイ料理をテーマに多店舗展開 多摩信用金庫田無市店

121 東京都 西東京市 中国人学生の留学支援の事業展開 多摩信用金庫三鷹駅前支店

122 東京都 八王子市
地産のおいしい食材を使ったおでんや家庭料理のお店で、
おなかも心も満たしていただける居心地の良いお店を作り
ます

多摩信用金庫三鷹駅前支店

123 東京都 八王子市 消費者行動情報サービスの実施 多摩信用金庫京王八王子支店

124 東京都 八王子市 八王子発「おもちゃカフェ」の展開 多摩信用金庫京王八王子支店

125 東京都 八王子市 プレステージブランド「KING SMITH」の創立 多摩信用金庫八王子駅前支店

126 東京都 八王子市 電子機器の製造・販売 多摩信用金庫京王八王子支店

127 東京都 八王子市
地域施設のインターネット予約と地域店舗との販売連動シ
ステム構築について

多摩信用金庫高倉支店

128 東京都 日野市
①ゴルフのパッティングにおけるストローク練習機の開発・
製造・販売と②「転がり理論」依拠のパターの開発・製造・
販売の事業

多摩信用金庫三鷹駅前支店

129 東京都 三鷹市 免税品購入支援処理：機内販売の売上をアップさせる 多摩信用金庫三鷹下連雀支店

130 東京都 三鷹市 コミュニケーションカフェの開業 多摩信用金庫三鷹駅前支店
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131 東京都 三鷹市 海外留学紹介ビジネスの実施 多摩信用金庫三鷹支店

132 東京都 三鷹市 「三鷹駅南口カラオケハウス」の展開 多摩信用金庫三鷹下連雀支店

133 東京都 三鷹市 学童保育卒業後4年生の為の時間空間の提供事業実施 多摩信用金庫三鷹駅前支店

134 東京都 武蔵野市 ネットからfacetofaceへの展開と商品供給の安定性の強化 西武信用金庫武蔵境支店

135 東京都 武蔵野市
航空機製造整備用機械工具類の実演等による拡販の実
施

多摩信用金庫堺支店

136 東京都 武蔵野市 子供の新たな学びの場『アカデミア吉祥寺』 多摩信用金庫吉祥寺支店

137 東京都 東大和市
地域に特化した印刷事業・サービス事業の実施、インター
ネット展開

西武信用金庫桜街道支店

138 神奈川県 川崎市 素材を厳選した「からだ想い」のカフェの開業 川崎信用金庫百合丘支店

139 神奈川県 川崎市
ママエステ（商標出願予定）の展開と美容・健康情報提供
サービス

川崎信用金庫武蔵小杉支店

140 神奈川県 相模原市 地域に密着した、クリーニングとメンテナンス 相模湖商工会

141 神奈川県 大和市 在宅医療運営支援における訪問診療統括支援室の設置 Ｔ＆Ａ三宅会計事務所

142 神奈川県 川崎市
地域密着型音響サービスの実施、ウェブサイト上での輸
入・輸出業務の展開

川崎信用金庫読売ランド駅前支店

143 神奈川県 藤沢市 自動車の美装、ワックスコーティング施工店舗の展開 税理士法人仲田パートナーズ会計

144 神奈川県 藤沢市 地域コミュニティスタジオの普及と機器販売事業の展開 横浜銀行辻堂支店

145 神奈川県 横浜市
地域特産の農産物を活かしたサプリメントの研究、開発、
販売の実施

横浜銀行中山支店

146 神奈川県 横浜市
リハビリテーションに特化した通所介護（デイサービス）事
業

湘南信用金庫

147 新潟県 阿賀野市 地域密着型の個人理容店の新規開業 太陽信用組合本店営業部

148 新潟県 加茂市
太陽光パネル取り付けの重ね式折板用屋根における「吊
りナット方式」の開発

大光銀行加茂支店

149 新潟県 五泉市 多様化するネイルサロンの展開 山田一光税理士事務所

150 新潟県 十日町市 農家とﾀｲｱｯﾌﾟで安心安全な農産物を活かした、大衆食堂 北越銀行十日町支店

151 新潟県 長岡市
お客様の“記念”を演出する「鉄板焼き」がウリのカフェバー
の展開

長岡信用金庫栃尾支店

152 新潟県 新潟市 本格ｴｽﾌﾟﾚｯｿを提供～Café　GEORG～で地域おこし 協栄信用組合小須戸支店

153 新潟県 見附市 スナックに近い居酒屋の展開 山田一光税理士事務所

154 長野県 上田市 電子クーポンサービス事業 長野銀行坂城支店

155 長野県 上田市 美容と癒しと自己実現の場の提供（美容室） 長野銀行三好町支店

156 長野県 栄村堺 山菜・キノコの通年事業 長野信用金庫

157 長野県 諏訪市
勇気・やるき・元気・本気を高め広げる（教育・学習支援）事
業

諏訪信用金庫六斗橋支店
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158 長野県 駒ヶ根市 県域食材に根ざした自然食カフェ アルプス信用金庫赤穂東支店

159 長野県 長野市 地域密着型訪問介護・居宅支援事業 八十二銀行篠ノ井支店

160 長野県 長野市
中小企業向けＣＳＲ（企業の社会的責任）アドバイザー事
業

八十二銀行本店営業部

161 山梨県 甲斐市 甲州地どりと甲州ワインが楽しめる焼鳥屋の展開 山梨中央銀行

162 山梨県 甲州市 再生可能エネルギー発電事業の展開 山梨県民信用組合

163 山梨県 笛吹市 婦人服及び雑貨等のスタイル提案型ショップ事業の創業 斉藤共秀税理士事務所

164 山梨県 南アルプス市
異形押出成型技術を用いたコンクリート打設用資材（面
木）製品への製造展開

山梨中央銀行

165 静岡県 富士市 訪問美容及びユニバーサルデザイン美容室の展開 富士宮商工会議所

166 静岡県 掛川市 魚文化の継承と地産地消、地域密着型小売店 掛川信用金庫桜木支店

167 静岡県 湖西市 『光』加工技術を活かした多分野への事業展開 豊橋信用金庫湖西支店

168 静岡県 湖西市 依頼者のニーズを的確に把握したリフォームの実施 湖西市商工会

169 静岡県 静岡市
環境コンサルタント事業及び環境計量証明事業（騒音・振
動）の実施

静岡信用金庫竜南支店

170 静岡県 浜松市 ダイカスト部品の仕上げ工程改善を支援する業務 浜松信用金庫追分支店

171 静岡県 浜松市 空き店舗の有効活用 浜松信用金庫植松支店

172 静岡県 浜松市 新生児用の紙製棺桶制作と流通の仕組みづくり 神村秀和税理士・行政書士事務所

173 静岡県 浜松市
浜名湖産うなぎ・魚介類の地域飲食店とITを通じた一般消
費者への展開

浜松信用金庫志都呂支店

174 静岡県 浜松市 乳がん患者向け代替乳房事業の実施 神村秀和税理士・行政書士事務所

175 静岡県 富士市
省エネ・節電のコンサルティング、新エネ等設備導入の技
術協業

富士市産業支援センターf-Biz

176 静岡県 富士市
富士市・静岡市清水区をエリアとした２４時間電話受付に
よる自動車修理及び中古車販売の事業展開

富士市産業支援センターf-Biz

177 静岡県 富士市 訪問リハビリマッサージの実施 富士市産業支援センターf-Biz

178 静岡県 富士市
FC学習塾の『学研教室』も交えた１歳児からの幼児珠算学
習塾

富士市産業支援センターf-Biz

179 静岡県 富士宮市 セルフビルドによる、体験型家づくりの展開 富士宮信用金庫淀川支店

180 静岡県 三島市 ポケホルダー（胸ポケット内スマホ保持道具）の制作販売 三島商工会議所

181 静岡県 焼津市
『地元の水産品加工業者（新）商品お披露目ウィーク』の実
施

焼津信用金庫西小川支店

182 静岡県 未定 毎年の誕生日を幸せに迎えられるペットショップの展開 富士市産業支援センターf-Biz

183 愛知県 一宮市 「旨かった」と食した人に感動を届けるラーメン店の創業 いちい信用金庫本店営業部

184 愛知県 一宮市 クライミングジムの創業実施 いちい信用金庫本店営業部
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185 愛知県 岩倉市
活動的な日常生活と美を目指すコミュニケーショントレーニ
ング指導

いちい信用金庫千秋支店

186 愛知県 大府市 地域密着型眼鏡小売店の開業 知多信用金庫融資部

187 愛知県 大府市 震災の備えに、常滑焼の「ロケットストーブ」を提案 中京銀行大府支店

188 愛知県 岡崎市
食育を柱とした安心・安全なケータリングサービス・料理教
室・給食運営支援の実施

西尾信用金庫

189 愛知県 小牧市 高精度・短納期・低価格の機械部品製造の実施 いちい信用金庫小牧支店

190 愛知県 津島市
赤ちゃんから高齢者まで誰もが憩えるコミュニティカフェの
実施

いちい信用金庫津島営業部

191 愛知県 津島市
地域の観光資源を活用したカフェおよび蔵ギャラリーの実
施

いちい信用金庫津島営業部

192 愛知県 豊田市
保育園等における園児の日常的な写真インターネットサー
ビス

豊田信用金庫若宮支店

193 愛知県 豊橋市 リラクゼーションスピードマッサージ事業の実施 豊橋信用金庫

194 愛知県 豊橋市
『日本一花を作る町、東三河を　日本一花を贈る町にする
花ディレクション（演出）事業の実施』

蒲郡信用金庫牟呂支店

195 愛知県 名古屋市 放課後等デイサービス いちい信用金庫本店営業部

196 愛知県 名古屋市 デジタルタイムカプセル事業 瀬戸信用金庫車道支店

197 愛知県 名古屋市
地域の全ての女性に安らぎと美を提供し、ハツラツとした
人生のサポートの実施

中京銀行城北支店

198 愛知県 名古屋市 名駅2丁目エリアにおけるリラクゼーション事業の展開 いちい信用金庫津島営業部

199 愛知県 名古屋市 インポートセレクトショップの展開 岡崎信用金庫名東支店

200 愛知県 名古屋市
「話したくなるサンドイッチ」をテーマとした揚げサンドイッチ
専門店を展開

瀬戸信用金庫上社支店

201 愛知県 名古屋市
「菓子とエンターテイメントを融合させた、非日常空間を演
出しながら体が喜ぶデザートを提供する」ことをコンセプト
とするデザート専門店

岐阜信用金庫清水支店

202 愛知県 名古屋市 警備業（1号業務及び2号業務） 岡崎信用金庫安田通支店

203 愛知県 名古屋市 グリーフケアギフトの販売（線香・ろうそく等の販売） 大垣共立銀行本山支店

204 愛知県 名古屋市 トロフィー・盾等の記章品販売事業の展開 岐阜信用金庫中村公園支店

205 愛知県 名古屋市
母親の就職復帰支援のための「共学の場とソフトの提供」
の展開等

アクアマネジメント松川会計事務所

206 愛知県 西尾市 地産の農水産物を使用したイタリアンレストランの展開 西尾信用金庫

207 愛知県 南知多町 アイデア実現部隊による篠島島おこしの展開 知多信用金庫融資部

208 愛知県 豊川市 豊川市初となるボルダリング専門ジムの立ち上げ 豊橋信用金庫

209 岐阜県 岐阜市 地域に貢献する接骨院の開業 大垣共立銀行長森支店

210 岐阜県 岐阜市 おうち相談室事業 岐阜信用金庫穂積支店

211 岐阜県 岐阜市 岐阜県の喫茶文化を活かした地域活性化事業 十六銀行真砂町支店
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212 岐阜県 下呂市
バラの花を有機無農薬栽培し食用として飲食店に販売す
ることを実施して、料理に花を添えたい

益田信用組合本店営業部

213 岐阜県 美濃加茂市 地元農産物資源の活用 東濃信用金庫美濃加茂支店

214 岐阜県 山県市 子育て期ママの短時間就労支援事業 岐阜信用金庫高富支店

215 三重県 いなべ市
地域に密着し、人と人とのつながりを大事にするするコミュ
ニティ・カフェの運営

北勢商工会広域連合

216 三重県 いなべ市
味で勝負！こだわりの肉と質の高い情報を提供する焼肉
店の創業

北勢商工会広域連合

217 三重県 熊野市
熊野の豊かな自然と、第一次産業を活用した着地型観光
業の展開

第三銀行熊野支店

218 三重県 鈴鹿市
65歳以上の高齢者を対象に、ICT（情報通信技術）を使っ
た健康教室の展開

北伊勢信用金庫本店営業部

219 三重県 津市 高田会館の売上向上事業 百五銀行一身田支店

220 三重県 津市
地元の業者や商品、製品を使用したスクラッチベーカリー
の展開

小林良一税理士事務所

221 三重県 松阪市 防災への木材使用に伴う県内間伐利用促進事業 百五銀行六軒支店

222 富山県 高岡市
古伊万里・山中漆器を食器に使う贅沢空間“みそ・蔵カ
フェ”の事業展開

高岡信用金庫本店

223 富山県 富山市 飲食店様向けのお惣菜の製造、販売の実施 にいかわ信用金庫新庄支店

224 富山県 富山市
ＮＩＣＵを退院した赤ちゃんや在宅ケアが必要な小児を対象
に、こども専門の訪問看護ステーションを実施する

北陸銀行本店

225 富山県 富山市 海外の手工芸品（雑貨）の販売 富山信用金庫元町支店

226 石川県 加賀市 生活に潤いを与える九谷焼の製造、販売 北國銀行片山津支店

227 石川県 金沢市 おくやみ情報配信システム及び弔意等送信システム 北國銀行金沢西部支店

228 石川県 七尾市
文化交流型カフェ事業　～gene民のgene民によるgene民
のためのカフェ～

のと共栄信用金庫本店

229 石川県 野々市
自然派ワイン＆ビールの店頭対面接客サービス販売、及
び、コミュニティー販売事業による地域需要創造

のと共栄信用金庫本店

230 石川県 野々市
「美による予防介護・介護支援」を実現するフェイシャルエ
ステ事業

のと共栄信用金庫本店

231 石川県 白山市 プロガイドによる地域おもてなし観光振興事業 鶴来商工会

232 福井県 坂井市 拡大するうつ病により、地域に貢献するコミュニティ 福邦銀行営業統括部

233 福井県 坂井市 コーヒー・ベーグル販売による価値創造の展開 福井信用金庫三国営業部

234 福井県 福井市 サービス内容が充実したアロマテラピ-を低価格で実施 福井信用金庫本店営業部

235 福井県 福井市
英語表記による福井県の地酒の情報発信とネットショップ
の展開

北陸銀行福井西中央支店

236 福井県 福井市 あなたの大切な思い出を世界にひとつだけの形に 福井銀行松岡支店

237 滋賀県 大津市
廃棄自動車及び建築・液晶ガラスの廃材からのガラスリサ
イクル

滋賀銀行瀬田駅前支店

238 滋賀県 草津市 イタリア料理店の実施 滋賀銀行南草津駅前支店
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239 滋賀県 大津市 パンの製造と販売、挽きたてコーヒーの提供 滋賀銀行膳所駅前支店

240 滋賀県 草津市 和と洋の融合による新しいスイーツの展開 京都信用金庫南草津支店

241 滋賀県 守山市 近江野菜の移動販売の実施 滋賀銀行木浜支店

242 滋賀県 彦根市
「楽しく健康に」をキーワードにアウトドアスポーツの入口を
広げる

滋賀銀行彦根支店

243 滋賀県 草津市
テープ技術を応用した健康医療分野の製品開発製造・販
売

滋賀銀行南草津駅前支店

244 京都府 綾部市
太陽光発電設備の設置と太陽光エネルギーを供給し再生
可能エネルギーの利用促進を図る

岡田税理士事務所

245 京都府 京都市 電動アシスト付自転車のシェアリング事業の実施 秋口税理士事務所

246 京都府 京都市
オーダーメイドの鞄ブランドの創業に伴う工房ショップの開
業

京都信用金庫嵯峨支店

247 京都府 京都市
京都発信の国境を越えた結婚式に対しての新しい価値観
の提案、ブライダルアイテムから新生活へ向けた商品の展
開

税理士法人テイタス

248 大阪府 大阪市 リンパ系ケアの予防医学 大阪市信用金庫生野支店

249 大阪府 大阪市 ローフードカフェの開設 大阪商工信用金庫西支店

250 大阪府 大阪市 人生のトータルサポート事業 鐘井輝経営事務所

251 大阪府 大阪市 フォトスタジオ事業の運営 尼崎信用金庫大阪支店

252 大阪府 門真市 介護事業ｿﾌﾄの開発 若松経営情報研究所

253 大阪府 堺市 新商品開発販売 大阪信用金庫登美丘支店

254 大阪府 堺市 地域密着在宅介護ｻｰﾋﾞｽ 大阪商工信用金庫堺支店

255 大阪府 堺市 （重）介護予防型デイサービス 大阪東信用金庫

256 大阪府 吹田市 IT活用、地域コミュニティビジネス 摂津水都信用金庫千里山駅前支店

257 大阪府 吹田市 高齢者向け保険調剤薬局 大阪信用金庫深井支店

258 大阪府 吹田市 高付加価値ヨガスタジオの運営 摂津水都信用金庫豊中支店

259 大阪府 大東市 主婦・シニア・求職者向け低価格パソコン教室 京都銀行鴻池新田支店

260 大阪府 豊中市 ワイン小売業 おのえ経営事務所

261 大阪府 富田林市 たこ焼きスナック菓子の製造販売 大阪信用金庫

262 大阪府 寝屋川市 女性の雇用拡大コンサル業 竹内友章税理士事務所

263 大阪府 藤井寺市 （重）介護予防型デイサービス 大阪東信用金庫

264 兵庫県 明石市 拡大物及び特殊車両の誘導車請負 川淵　佳子

265 兵庫県 赤穂市
伸びる、広がる、楽しい英語 ～フォックス教授法で早期英
語教育～

兵庫信用金庫赤穂支店

266 兵庫県 赤穂市 地場産業としての赤穂緞通の復興 姫路信用金庫赤穂支店
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267 兵庫県 加古川市
「ネイルも肌である－だからネイルスキンケア」 アンチエイ
ジング・ネイルスキンケアサロン事業

近畿産業信用組合姫路支店

268 兵庫県 神戸市
神戸発祥アクセサリーブランド「Perpetua」の企画・販売事
業の構築

兵庫太和税理士法人

269 兵庫県 神戸市
冷めても美味しい鶏の唐揚げ（塩麹・柚子胡椒）、じゃこ天
カツ、馬肉コロッケなど、特徴ある揚げ物店の展開

みなと銀行板宿支店

270 兵庫県 神戸市
現役の看護師による、主に在宅医療現場での介護職員ま
た介護者が必要とする商品の企画製造販売

姫路信用金庫春日野支店

271 兵庫県 神戸市
３５歳以上の女性をターゲットにした地域密着型の商品・
サービスの販促支援及び共同ないし独自企画による商品
開発

公認会計士　東　徹男

272 兵庫県 神戸市
環境カウンセラーと共に行く、ロハスなシニアのための、癒
しと健康グルメツアー企画・運営・販売

大友友紀税理士事務所

273 兵庫県 神戸市・姫路市（本店）
昼は女性一人でも利用可能な”普段使いの韓国料理店”
の開業・経営

兵庫信用金庫今宿支店

274 兵庫県 西宮市
縫製・染色・付属品・デザイン全てにこだわったオーガニッ
クコットン生地等でのインナーの企画・デザイン・販売

中兵庫信用金庫西宮北支店

275 兵庫県 姫路市 遊休古民家を利用したそば処・コミュニティ事業の創造 姫路信用金庫城北支店

276 兵庫県 姫路市
姫路地域の消費者向けビジネス事業者を対象とした情報
発信支援拠点の設立

有限会社ユアブレーン

277 奈良県 橿原市
地域産業の活性化の為、他業種と連携した美容室の新規
開業

米田　茂

278 和歌山県 田辺市 トルコ関連アイテムの流通、イベントの実施、展開等 紀陽銀行田辺駅前支店

279 和歌山県 和歌山市 和歌山産と和歌山産の集合 紀陽銀行本店営業部

280 鳥取県 鳥取市
離職者技術・技能の活用によるシーズと顧客ニーズのマッ
チング実施

鳥取銀行

281 鳥取県 鳥取市
鳥取県の地域資源(LED、和紙、竹木材等)を活用したコラ
ボ商品の企画・開発・販売による地域活性化事業

鳥取信用金庫

282 鳥取県 鳥取市 市街地での中古衣料品の安価販売 鳥取銀行

283 鳥取県 三朝町 クロスメディアによる「鳥取県中部活性化」事業 倉吉信用金庫

284 島根県 松江市 薬膳スープカレー＆オリジナルからあげの開発提供 山陰合同銀行本店営業部

285 島根県 江津市 すべての子が通える学習塾の運営 日本海信用金庫西支店

286 島根県 江津市 Community　Design　「Yurusato」の実施 日本海信用金庫江津支店

287 島根県 江津市 江津で一番おいしい魚料理を食べれる居酒屋の経営 日本海信用金庫江津支店

288 島根県 江津市 竹製メガネの製造 日本海信用金庫江津支店

289 島根県 出雲市 一般住宅・事業所向けガラスフィルム事業 山陰合同銀行出雲西支店

290 島根県 松江市 地域の人を元気にするリラクゼーションの提供 島根中央信用金庫松江北支店

291 島根県 松江市 外国産ステンレス鋼材及び部品の輸出入販売 島根銀行安来支店

292 岡山県 岡山市
“こだわり”を追求しつくした「Green＆life　shop　VETTA」の
展開

玉島信用金庫早島支店

293 岡山県 岡山市
露天風呂番付西の横綱「砂湯」に も近い施設を活用した
コンドミニアムの提供

中国銀行湯原支店
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294 岡山県 岡山市
伝統的な技術を活かしながら革新的な陶器の開発・製造・
販売

おかやま信用金庫

295 岡山県 岡山市 寝心地の良い介護用及び一般向けマットレス製造・販売 トマト銀行

296 岡山県 岡山市 動物病院の開業 吉備信用金庫

297 岡山県 笠岡市 笠岡湾干拓地の食材まるごと活用カフェレストランの展開 笠岡信用組合金浦支店

298 岡山県 勝田郡勝央町 古民家レストランの開店 中国銀行勝間田支店

299 岡山県 勝田郡奈義町 自動車販売・修理・点検の実施 中国銀行日本原支店

300 岡山県 久米郡美咲町 結婚式場紹介業、結婚式プロデュース業の実施 中国銀行津山支店

301 岡山県 倉敷市
フランチャイズ（ＦＣ）の強みに地域性を取り入れた新しいス
タイルの「町家カフェ」

岡山商工会議所

302 岡山県 倉敷市
①出張着付けサービス事業の実施
②トータル美容サービスの実現

清水博文税理士事務所

303 岡山県 倉敷市 「販路開拓実践塾と個別フォロー」の展開 トマト銀行

304 岡山県 倉敷市
デイサービス事業及び介護者・障害者向け介護付き旅行
の展開

玉島信用金庫倉敷支店

305 岡山県 倉敷市 地元農産物と小売業者とを繋ぐ農産物加工業の起業 玉島信用金庫本店営業部

306 岡山県 瀬戸内市 太陽のまちブランド化事業 備前信用金庫邑久支店

307 岡山県 玉野市 デザード　ジュエリー　カフェ 中国銀行田井支店

308 岡山県 津山市 ゆるキャラ活用『アドバタイジング容器』事業 津山信用金庫北支店

309 岡山県 津山市 ゆるやか婚活応縁隊事業『ゆるこん』 津山信用金庫本店

310 岡山県 真庭市
宿泊施設の「ブランディング化の進行」と「ウィークポイント
の改善」を旅行業・観光業・飲食業・健康増進事業等の他
業種の視点と手法を用いて行うコンサルティング事業

中国銀行湯原支店

311 広島県 大竹市
自然素材を使った健康志向のパン屋の創業
～ｃｏｌｏｎ：から食の愉しさと元気を発信！！～

大竹商工会議所

312 広島県 廿日市市 宮島口の旅のおもてなし拠点の創造、賑わいの創出事業 広島信用金庫宮島口支店

313 広島県 広島市 主婦のニーズと時代にマッチした中食産業の充実と拡大 広島銀行五日市八幡支店

314 広島県 広島市
小学受験幼児教室エフォルト（英会話・リトミック・受験な
ど）の運営

広島銀行祇園支店

315 広島県 広島市
住宅検査に特化した第三者独立の建築士事務所として、
欠陥住宅被害を防ぐことを目的とした『住宅検査サービス』
を実施

広島銀行本川支店

316 広島県 広島市
“ほんのひとスプーンでみんなを元気にする”お野菜ジャム
の専門店

広島銀行三川町支店

317 広島県 福山市 美容事業の実施 広島銀行福山瀬戸支店

318 広島県 福山市 地域の食文化を育成・発信する事業の実施 もみじ銀行福山支店

319 山口県 宇部市 パジャマに特化した地域密着型販売店の展開 西京銀行宇部支店

320 山口県 宇部市 オリジナルカクテルを提供するBARの実施 西京銀行宇部支店
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321 山口県 下松市 リフォームサービス業の実施 山口銀行下松支店

322 山口県 下関市
新感覚商品フルーツティー等の製造販売事業の実施レ
ディースファクトリーの展開等

西中国信用金庫長府駅前支店

323 山口県 周防大島町
café＆school「Entre(ｱﾝﾄﾚ)」～起業家精神で未来を拓く実
践型キャリアデザイン塾

西京銀行柳井支店

324 山口県 平生町 鍼灸接骨業の実施 平生町商工会

325 徳島県 徳島市
空き店舗活用による農山村集落の特産品を提供する店舗
展開

四国銀行徳島中央支店

326 徳島県 徳島市 アニメコスプレを主とした専門店及び関連事業の実施 徳島銀行法人ビジネスセンター

327 徳島県 徳島市 女性の営業力を活かした企業支援事業 阿波銀行小松島支店

328 徳島県 鳴門市 訪問介護支援事業の実施 徳島銀行鳴門支店

329 徳島県 徳島市 精密機械加工の技術的サポートの実施 徳島銀行石井支店

330 徳島県 徳島市
ゆったりした時間と空間でのカット＆パーマ＆ヘッドスパの
事業実施

阿波銀行北島支店

331 徳島県 徳島市 女性デザイナーによるリノベーション業と宅建業 阿波銀行佐古支店

332 徳島県 吉野川市 徳島県南の牟岐大島・出羽島でのマリンイベント業 百十四銀行徳島支店

333 徳島県 板野町 臨床心理士による通所型発達支援事業所の運営 阿波銀行板野支店

334 徳島県 東みよし町
働く女性の内面的な美しさを引き出して差し上げられる美
容室の創業

東みよし町商工会

335 徳島県 東みよし町
四季を通じて山村生活を体験することが可能な民宿の創
業と四季を通じて自然の恵を味わうことが可能な農家レス
トランの開業

東みよし町商工会

336 香川県 高松市 旅への期待を現実にする観光情報コンテンツビジネス展開 百十四銀行田町支店

337 香川県 東京都品川区 瀬戸内食材のブランド化による通信販売 観音寺信用金庫本部

338 香川県 綾歌郡宇多津町
うどん県における飲食業界（ラーメン事業）の活性化等を
狙った起業

百十四銀行本店営業部

339 香川県 観音寺市 卵等のアレルギーに対応した洋菓子の製造、販売 百十四銀行大野原支店

340 香川県 香川郡直島町
管理栄養士が考える「食と健康」をテーマにしたカフェサロ
ンの実施

百十四銀行直島支店

341 愛媛県 伊予郡砥部町 管工事・総合設備・土木・簡易ろ過装置開発 伊予銀行原町支店

342 愛媛県 宇和島市 おいしい宇和島のプロデュ―ス・商品開発・販売促進事業 愛媛銀行宇和島支店

343 愛媛県 上浮穴郡久万高原町
Quality of Life向上！高感度人材参加型による久万高原
の魅力発掘！商品開発！情報発信！事業

愛媛信用金庫久万支店

344 愛媛県 西条市
低糖質のお菓子やパンを製造販売し食育の情報発信とな
るカフェを開業する。

愛媛銀行西条支店

345 愛媛県 四国中央市 体験型テーマパーク的ショップの展開 愛媛信用金庫川之江支店

346 愛媛県 新居浜市
自然素材の良さを女性の感性でベジフルーツ加工及びひ
め企画・販売の実施

玉井 裕司

347 愛媛県 新居浜市
有力な技術・商品を持つ地域中小企業と連携し海外市場
の獲得を目的とする事業連帯会社の設立

伊予銀行新居浜支店
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348 愛媛県 松山市 急増する接骨院の開店とは一線を画した接骨院の開業 愛媛銀行中央通支店

349 高知県 高知市
高知県の中小企業の技術・ノウハウを活かした合弁事業
及び地域特性を活かした商品の販路開拓に向けたコンサ
ルティングの展開

四国銀行木屋橋支店

350 高知県 高知市 風水を取り入れた不動産仲介業の実施 四国銀行旭支店

351 高知県 香美市 地域スポーツクラブ開設及びスポーツ用品卸売業の実施 四国銀行山田支店

352 福岡県 芦屋町
地域初のメニューとサービスで過疎化を止める居酒屋の創
業

福岡ひびき信用金庫おんが支店

353 福岡県 飯塚市
ベンチャー企業向けテレマーケティング教育・マネジメント
ビジネス

飯塚信用金庫二瀬支店

354 福岡県 古賀市 働く女性の家事代行業～マザーズサポート事業 遠賀信用金庫古賀支店

355 福岡県 太宰府市 高齢者向け在宅ペットサービス事業の展開 福岡銀行法人ビジネスセンター

356 福岡県 福岡市
働く女性をターゲットにしたサービスの実践とレンタルス
ペース事業

福岡銀行春日支店

357 福岡県 福岡市
「機能と流行デザインの両方を備えた女性靴」の卸し販売
の展開

松山洋一税理士事務所

358 福岡県 福岡市
九州（主に福岡）を中心としたデザイン特化商品の販売及
び商品企画・開発事業組合の実施

西日本シティ銀行西新町支店

359 福岡県 福岡市 口腔治療から全身の健康を取り戻す 松山洋一税理士事務所

360 福岡県 福岡市 地域のコミュニティとなりうる体験型ドッグカフェの開業 SHOビジネスパートナー

361 福岡県 福岡市
既存の技術事業を発展させた付加価値のあるオリジナル
衣類、雑商品の企画、デザイン、製造販売事業の展開等

福岡銀行法人ビジネスセンター

362 福岡県 福岡市
極小ロットによるプライベートブランディング支援事業の展
開

福岡信用金庫本店

363 福岡県 福岡市 中小企業支援のための事業再生・事業承継支援の展開等 福岡ひびき信用金庫福岡支店

364 福岡県 福岡市
補助金・助成金等の資金活用及びコストの適正化による介
護事情社の経営安定化コンサルティング事業

福岡ひびき信用金庫

365 福岡県 福岡市 サプライズを媒体とした共同体の作成 西日本シティ銀行本店営業部

366 福岡県 福岡市 高齢者対応型美容・健康サロン事業の実施 西日本シティ銀行博多駅東支店

367 福岡県 福岡市 焼物（花器、食器）骨董（器）を中心とした企画・販売 行時税理士事務所

368 福岡県 福岡市
中国への個人旅行初心者に対し優しい真の旅行情報の提
供の実施

福岡銀行六本松支店

369 福岡県 福岡市
介護分野での経験をもとに地域性を活かした高齢介護食
品開発と販路拡大

福岡銀行宮田支店

370 福岡県 福岡市
「福岡ｉｔ´ｍｏｒｅ（いつも）楽福紀行」～外出支援ヘルパーに
よる高齢者の夢をかなえる外出支援事業

福岡銀行法人ビジネスセンター

371 福岡県 福岡市 太陽光パネルの販売及びリース業 福岡銀行法人ビジネスセンター

372 福岡県 福津市 「自分で作る家具屋さん」＋「自分の木工房」 遠賀信用金庫みやじ参道支店

373 佐賀県 杵島郡白石町
インターネット、携帯情報端末機を活用した通信販売業務
の実施

佐賀銀行白石支店

374 佐賀県 佐賀市
メタボリック症候群及びロコモティブシンドローム等の生活
習慣病の予防と改善教育の実施

佐賀銀行水ヶ江支店

14/16



375 佐賀県 嬉野市 地域密着型の介護事業所の開設 佐賀銀行武雄支店

376 長崎県 大村市 子育てママの手作り雑貨工房の展開 長崎銀行大村支店

377 長崎県 島原市 長期保存の出来る「かんざらし」の開発と販売 石井税理士事務所

378 長崎県 長崎市 地産地消をベースとした中華料理の居酒屋を創業 十八銀行本店

379 熊本県 上益城郡甲佐町
耐震用吸振つり天井（特許登録中）の実用化開発の実施、
および既存天井用防護ネット柵（特許出願中）の事業展開

肥後銀行松橋支店

380 熊本県 熊本阿蘇郡南阿蘇村 熊本県南阿蘇の無農薬ハーブの化粧品の販売 肥後銀行大津支店

381 熊本県 熊本市 鈑金・塗装・総磨き・ポリマーコーティング 熊本銀行浄行寺支店

382 熊本県 熊本市 地域コミュニティーの情報発信の場 熊本市託麻商工会

383 熊本県 熊本市 子供と一緒に使える！学び＆ワークスペースの実施 熊本第一信用金庫南熊本支店

384 熊本県 熊本市 イノベーション創出特化型シェアオフィスの開設 本田勝範税理士事務所

385 熊本県 熊本市 家具、アロマキャンドルの製作・販売 熊本第一信用金庫本店営業部

386 大分県 臼杵市 新しい販路開拓の為の試食特化型ツール[フードMAPナビ] 大分県信用組合本店営業部

387 大分県 大分市
真の意味で中小企業の付加価値を上げる、広報コンサル
ティング企画制作会社の事業展開

公益財団法人大分県産業創造機構

388 大分県 大分市
印刷事業と障がい者就労支援事業を融合させた社会貢献
型印刷業の事業展開

大分県信用組合本店営業部

389 宮崎県 宮崎市 魚介類を中心とした飲食店事業の展開 宮崎太陽銀行佐土原支店

390 宮崎県 宮崎市 カラオケで歌って元気になれる健康志向カフェの事業展開 宮崎銀行本店営業部

391 鹿児島県 姶良市
鹿児島の黒牛、黒豚と有機栽培の地元野菜を使った健康
志向の焼き肉店の事業展開

グローカルサポート

392 鹿児島県 姶良市
地域密着型中古車販売、農業機械等の販売及び農業人
材の創生

栫税理士事務所

393 鹿児島県 出水郡長島町 人と人を花でつなぐ～オンリーワン・フラワーギフト～ 鹿児島相互信用金庫西長島支店

394 鹿児島県 指宿市 女性の一大事業“出産”に関わる心身サポート支援事業 地方産業経営研究所

395 鹿児島県 大島郡喜界町 喜界島産≪潤命草≫の商品化と販売 奄美大島信用金庫喜界支店

396 鹿児島県 鹿児島市 地元鹿児島の食材を使った手作り惣菜と天文館の活性化 川畑寛次税理士事務所

397 鹿児島県 鹿児島市 nest coffeeオリジナルリキッドコーヒー卸販売の全国展開 南日本銀行東谷山支店

398 鹿児島県 鹿児島市 牛乳パックを媒体にした広告代理店の実施 塩倉税理士事務所

399 鹿児島県 鹿児島市 映像コミュニケーション事業 鹿児島信用金庫

400 鹿児島県 鹿児島市 雑貨店及びネット販売の開設及び運営 鹿児島銀行本店営業部

401 鹿児島県 鹿児島市 こだわりの商品とデザイン力による新たな市場の展開 鹿児島信用金庫

402 鹿児島県 鹿児島市 ネイルサロンとアロマテラピーを融合した事業の展開 鹿児島銀行天文館支店
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403 鹿児島県 鹿児島市 缶詰ワインバー 税理士法人押井会計事務所

404 鹿児島県 霧島市 過疎地域における個別指導学習塾の展開 霧島商工会議所

405 鹿児島県 曽於市 自然栽培茶葉の販売を展開 鹿児島銀行末吉支店

406 沖縄県 糸満市 院内カフェの運営 琉球銀行豊見城支店

407 沖縄県 浦添市 住宅等の設計から建築まで一貫したシステムの構築 沖縄海邦銀行新都心支店

408 沖縄県 浦添市
プロの料理人による料理教室の開催と長寿奪回の料理作
り

沖縄海邦銀行内間支店

409 沖縄県 浦添市
インターネットによる、中古車、バイク、車両部品売買と中
古車両の買い取り

沖縄海邦銀行内間支店

410 沖縄県 那覇市 業務用ソフトウェア開発及びＷｅｂサイト開発 沖縄海邦銀行内間支店

411 沖縄県 那覇市 女性向けの絵本専門セレクトショップ 沖縄銀行新都心支店
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