
令和2年度第3次補正予算　事業承継引継ぎ補助金（2次公募）　経営革新（経営者交代型）　交付決定一覧【105件】
申請番号 都道府県 交付申請者名 経営革新等に係る取組の標題 認定経営革新機関の名称
2KK0002 長崎県 川上貴弘 生産及び出荷体制の整備とニーズに適合したネット通販強化による売上拡大 南島原市商工会
2KK0003 愛知県 株式会社スプリングラボ 導電性の良い新樹脂成形シート材の開発と新押出し成形加工体制の構築 岡崎商工会議所
2KK0004 熊本県 出口亮平 自動精算機の導入による清算の業務効率化 東京会計株式会社
2KK0006 東京都 株式会社エフ・ディー・シー 自社サービスの開発・販売・運営事業を確立・強化する。 合同会計事務所　村松俊夫
2KK0007 熊本県 嶽本隆博 抗菌対策で安全・安心・笑顔の宿づくり 上天草市商工会

2KK0008 岡山県 株式会社荒井工務店 PRコンテンツ等の充実による「mysig+家」をテーマに北欧の考え方を取り入れた
「心地いい」空間の提案 岡山南商工会

2KK0009 熊本県 株式会社きおう 地域に寄り添った配食サービス提供による飲食事業の展開 熊本県商工会連合会（宇城市
商工会）

2KK0011 栃木県 株式会社チーズ工房那須の森 ホエイを活用した商品開発とBtoC顧客開拓のためのweb構築 合同会社うしお事務所
2KK0012 大阪府 有限会社　播野 施工の請負体制（人員、許認可、営業）を確立させ、新事業を創出する。 田中裕之

2KK0013 栃木県 株式会社エスケーコンストラクショ
ン

食品工場建設工事で掴んだニーズを基に冷蔵事業への進出を図り経営革新を
行う 税理士法人アイ会計事務所

2KK0014 大分県 梅木健太郎 「自家製無農薬」ブルーベリーを使った冷凍加工商品の販路開拓 大分県商工会連合会
2KK0015 長野県 太田宗一郎 アフターコロナを見据えた、和食メニューの増強と店舗改装による経営の向上 白馬商工会

2KK0016 北海道 有限会社北大・医大進学塾 国立大学医学部を目指す「北海道内学生」に対するオンラインメンター(現役医
学部生等）の提供 札幌商工会議所

2KK0018 岐阜県 有限会社金川五十四ビル 古物商品の業者用卸売りセンターと古材を使ったワークショップスペースの新規開
設による販路拡大 中野一宏税理士事務所

2KK0019 東京都 株式会社ダブリュ・ゲーム 好調ブランドへの業務集約と新規市場に向けた新ブランド育成による売り上げ拡
大 福岡税理士事務所　福岡しのぶ

2KK0023 奈良県 株式会社レッグニットクリス 高難度の極細素材ニット製品の生産性向上と高付加価値化 クレアスト株式会社

2KK0024 東京都 SAS合同会社 カーボンニュートラルを意識した再生可能エネルギーと地方創生の啓蒙推進事業 税理士事務所エールパートナー

2KK0027 奈良県 吉田製材株式会社 新型サンダー機の導入による作業効率のアップと利益率の改善 奈良県地域産業振興センター
2KK0028 長崎県 株式会社ｅｃｏ住まいる メダカ専門店と冷凍自動販売機による地元特産品の販売 税理士法人ウィズラン

2KK0030 東京都 精発ばね工業株式会社 人材教育・作業の標準化および海外の顧客に対応できる営業及び販売体制の
構築 アマヤ・パートナーズ税理士法人

2KK0031 静岡県 株式会社アツミ 先代が培ったノウハウを基にハウスクリーニング事業への本格進出 税理士法人ヤマダ会計

2KK0032 静岡県 株式会社ジャクソン ＵＶプリンタによる下地の重ね塗りで鱗模様を表現するルアー製造工程の構築 静清信用金庫　西脇支店

2KK0033 愛知県 成瀬　由己 「低侵襲性治療」など高度な歯科治療技術による医院の成長と地域医療への貢
献の取組 西尾信用金庫

2KK0035 滋賀県 福井孝明 製材加工の内製化による市内産木材を使用した木造住宅の販路開拓 高島市商工会
2KK0036 広島県 マルケー食品株式会社 日本の安全な食を担う、労働者不足問題を解消する業務IT化事業 株式会社アルマ経営研究所
2KK0037 群馬県 有限会社桐生丸由 和風マスクのガチャによる非対面販売方法でコロナ禍からＶ字回復 早瀬 達
2KK0039 静岡県 有限会社西商店 都市鉱山から金属資源をリサイクルし、金属循環社会の構築を図る 静清信用金庫
2KK0040 東京都 株式会社ガウズウェイ バイク愛好家向けパーツ販売のオンライン化による経営革新 So支援事務所
2KK0041 兵庫県 株式会社古川テニス企画 整体事業等の導入によるテニスクラブ及びスクール運営との相乗効果発揮 宝塚商工会議所
2KK0042 鹿児島県 株式会社益山印刷 事業承継を契機とした先端設備導入による生産性及び収益性の向上 中﨑公認会計士事務所
2KK0043 愛知県 有限会社三清本店 地域伝統工芸品の紹介及び支援による販路拡大 梶田温子税理士事務所
2KK0045 群馬県 有限会社タカミザワ 事業承継による板金塗装・下取り・販売の一貫サポート体制の構築 ほんとうのこと経営研究所
2KK0048 千葉県 宮崎畜産株式会社 飲食店の味を自宅で味わえる「おうち焼肉」向け食肉小売拡販事業 成田市東商工会
2KK0049 神奈川県 有限会社浜田牧場 自社生乳を使用したイタリアンジェラートの製造・販売 中栄信用金庫　旭支店

2KK0050 富山県 株式会社セイアグリーシステム 自社鶏卵を用いた洋菓子製品の高度化、生産性向上を通じた洋菓子製造販
売部門強化 灰谷直樹

2KK0051 大阪府 アイメディカルJAPAN株式会社 メディカルツーリズムの受入業務（インバウンド）から日本の医薬品等（OTC
薬）をアジア諸国へ（アウトバウンド）

特定非営利活動法人関西事業
支援機構

2KK0052 三重県 田中則之 精肉加工を外注化して地域社会に必要とされる店舗経営 伊藤徳善税理士事務所
2KK0053 兵庫県 畔栁治史 WITHコロナを乗り切るため重飲食への転換とコロナ感染リスクの削減 神戸商工会議所中央支部

2KK0054 静岡県 中村正訓 当社集配による在宅介護者向け当日仕上げの寝具洗濯乾燥消毒サービス事業
の取組 磐田市商工会

2KK0055 青森県 柳原尚徳 光選別機の導入による安定した高品質米の加工による生産性向上の取組み 六戸町商工会
2KK0057 静岡県 伊勢住宅株式会社 建売新商品の開発・拡販による浜松住宅市場でのポジション再確立 補助金活用支援会合同会社
2KK0059 愛知県 有限会社オーク 物販併設型キッチンスタジオで食の安全と楽しみを発信し地域貢献 名古屋商工会議所
2KK0060 千葉県 有限会社インパルス アフターコロナに向けたDX推進モデルルームの構築 いすみ市商工会
2KK0062 広島県 株式会社広松 地域老舗企業と連携し、強みを活かした「はぎブランド」の構築 株式会社アルマ経営研究所
2KK0064 東京都 有限会社大宝堂藤巻印房 印作り体験教室設置による店舗移転改装と彫刻機械導入 東京商工会議所
2KK0065 石川県 株式会社米屋 店舗型直販事業による新分野への進出 株式会社迅技術経営

2KK0066 兵庫県 有限会社アイエヌインターナショナ
ル 新販路に向けた第二工場製品資材在庫能力増強の為の改装事業 藤本敬子税理士事務所

2KK0068 大阪府 株式会社ル・リブラン 医療機関との提携による睫毛、頭髪特化のサロン運営 中村会計事務所
2KK0070 大阪府 丸菱地所有限会社 新しい生活様式に対応した娯楽(シミュレーションゴルフ)の提供 左近照麗税理士事務所
2KK0071 埼玉県 有限会社食生活 新設備導入による工程改善と新商品開発による利益の上昇。 さいたま商工会議所
2KK0072 兵庫県 有限会社かさいよしだ時計店 新規視力測定体制および新規眼鏡レンズ加工体制の導入 西村会計事務所
2KK0073 山形県 株式会社シェ・ミオ 地域農家と連携したフードロス削減！SDGｓ推進スイーツの開発と売り場作り 株式会社山形銀行

2KK0075 大阪府 株式会社ヰゲタ 自動NC旋盤工作機械を導入し、非営業時間帯である休日夜間の無人生産体
制を構築する。 升谷道教税理士事務所

2KK0078 東京都 勝俣弾 コロナ渦でも安心安全、オンラインによる呼吸法指導による矯正治療 株式会社リアルコンテンツジャパン



2KK0080 福井県 小堀雅也 1店舗でカイロプラクテックと衣料品販売を営業する総合店舗事業 わかさ東商工会
2KK0081 三重県 小丸恵一 最新の畳縫着機導入で生産性を高めると共に新分野での事業拡大を図る。 上野商工会議所
2KK0084 大阪府 寺田政則 NC旋盤が古く、客先要望精度に対して、効率や歩留まりが悪くなる 大東商工会議所
2KK0085 神奈川県 日本カーゴサービス株式会社 建設業種参入＆組織編成で次世代に繋げる経営 赤見一雄税理士事務所
2KK0086 愛知県 森三樹脂株式会社 カーボンニュートラルに対応し、継承した事業のサスティナビリティを目指す。 知多信用金庫豊浜支店
2KK0087 鹿児島県 有限会社村田造園建設 生産性向上と6次産業化によるスマート農業の実現と地元特産品開発 姶良市商工会
2KK0089 静岡県 有限会社鈴木鉄工 生産プロセスの改善による生産性向上及び新市場開拓 浜松磐田信用金庫鷲津支店

2KK0090 大阪府 合同会社高齢者サポートセン
ター白ゆり デイサービスからリハビリ×コミュニティー事業の多角化で顧客創出 和泉剛税理士事務所

2KK0092 茨城県 萬徳建設株式会社 内製化対応のための設備導入と経営革新 小林中小企業診断士事務所
2KK0093 福岡県 株式会社ワーキングハセガワ 技術力に左右されない刺しゅう機導入にて売上UPの為の組織力強化 税理士法人アップパートナーズ
2KK0094 福岡県 有限会社割烹旅館みはる荘 ベランダ森林浴サービス提供開始による宿泊売上の拡大 早良商工会

2KK0095 岩手県 株式会社木村設計A・T 事業承継を契機とした障碍者グループホームの設計等の福祉事業の展開 一般社団法人ビジネスサポート
花巻

2KK0098 山梨県 株式会社日徳 環境配慮とコスト削減を両立させるリサイクルアスファルト活用事業 おばら行政書士事務所

2KK0100 新潟県 株式会社R.C保険新潟 保険事業者によるカーリース、カーシェアへの新事業展開 行政書士ながい事務所　長井
寿郎

2KK0101 愛知県 株式会社知多ホーム 動物共生型グループホーム施設の提供事業 常滑商工会議所

2KK0102 石川県 東陽織物株式会社 ASEANにおける遮光等、機能性カーテンの新市場開拓事業 公益財団法人石川県産業創出
支援機構

2KK0103 愛知県 株式会社小島屋 伝統工芸品・三州瓦を後世に伝える新事業展開 office経営相談の森
2KK0105 愛知県 株式会社大福 貨物利用運送事業（求車・求荷マッチングサービス）の立ち上げ 名古屋商工会議所
2KK0107 神奈川県 有限会社ジャックポット 店舗改装・新サービス導入等を通じた新規顧客開拓強化による経営革新 浅井政晃税理士事務所
2KK0108 岡山県 株式会社プラントベース ドローンを活用した新サービスの提供と新しい市場の開拓 三宅税理士法人
2KK0109 神奈川県 株式会社ソーシエ 地域住民と社員の子育て環境の向上を促進する企業主導型保育 銀座スフィア税理士法人
2KK0110 愛知県 ネキスト株式会社 小規模事業者向け少量危険物貯蔵ロッカーの開発 株式会社十六銀行

2KK0111 埼玉県 山口製作所有限会社 コロナの影響で受注が減少している為、売上と利益を向上させる 加須市商工会

2KK0112 大阪府 株式会社新空港サービスエー
ジェンシー 経営者交代によるダイエット事業への新分野展開 税理士法人　清正

2KK0113 愛知県 有限会社近藤鉄工所 最先端溶接ロボットの導入による、極小板厚の溶接加工の新規受注の獲得 朝日税理士法人

2KK0114 山梨県 有限会社小林建築所 住宅新築・リフォームの獲得に向けた新たな販路開拓方法の展開 株式会社山梨中央銀行　小笠
原支店

2KK0116 広島県 株式会社山陽タクシー 地域の公共交通の利便性向上につながる観光業とタイアップしたタクシー事業 ａｎｄＧｃ税理士法人
2KK0119 愛知県 岩田大輔 モノづくりに特化した新法人設立による社会貢献 津村良樹税理士事務所

2KK0121 埼玉県 有限会社入曽写真館 ハレの日需要を取込む「みんなでフォトウェディング」事業の拡大 ～ハレの日に特化
した写真館への取り組み～ 狭山商工会議所

2KK0122 茨城県 メディカルサーブ株式会社 薬に関すコンセプト る現場でのお困りごとに対応する医師・薬剤師向けアプリの開
発 牛久市商工会

2KK0125 神奈川県 株式会社クライミングシルバー フードデリバリー店への人材支援、運営支援コンサルティング事業 銀座スフィア税理士法人

2KK0127 静岡県 丸山建鉄有限会社 企業競争力強化の実現に向けた供給可能な鉄骨のラインナップ拡充 税理士法人山田アンドパート
ナーズ静岡事務所

2KK0128 北海道 株式会社三五工務店 ３５建材リユースプロジェクト 税理士法人エンカレッジ

2KK0129 神奈川県 有限会社港南美装 終活関連ワンストップ事業の開業（好立地を活かした、コストパフォーマンスの良い
総合事務所の開設) 土志田龍一税理士事務所

2KK0131 神奈川県 ホームエンゼル株式会社 賃貸マンションを活用した独居高齢者向けの訪問介護事業への取り組み 柴崎悦史

2KK0133 茨城県 総合葬祭センター有限会社光陽
堂 地域密着型の葬儀事業から、顧客に喜ばれる物販事業への取り組み 株式会社そだてる

2KK0134 京都府 金城宗泰 産業廃棄物の排出量データを用いた産業廃棄物収集事業の新たな展開 平岡功至
2KK0139 兵庫県 合名会社眞島商店 板金塗装業のネオクラシックカーのリストア事業の本格的参入 吉川祐介
2KK0141 沖縄県 玉城和明 「物・場所・時間に付加価値を」魅力のある商品の開発・展開 名護市商工会
2KK0142 神奈川県 株式会社エランビタール 新製品（NCSC工法）を用いた新市場開拓 株式会社横浜銀行 本店
2KK0145 岡山県 古城　佳孝 ディナー帯の営業開始による新売上の獲得と生産体制の構築 税理士法人久遠

2KK0147 岡山県 有限会社オーバージョイ ポストコロナ時代に対応した営業体制とデジタルシフト 税理士法人久遠

2KK0148 愛知県 有限会社小松測量設計事務所 3D点群データの活用による販路拡大 春日井商工会議所

2KK0150 神奈川県 都市拡業株式会社 新製品（RTC工法）を用いた新市場開拓 横浜信用金庫
2KK0152 岡山県 DTHウェルネス株式会社 動物病院の眼科診療分野における1.5次化への取組 税理士法人久遠

2KK0153 静岡県 有限会社岡本工務店 創業140年の工務店が取り組む国産材住宅オリジナルブランド立ち上げ 株式会社静岡銀行三ヶ日支店

2KK0154 静岡県 株式会社モア・リビング 自社開発商品に係るEC販売の拡大と設備導入による生産性向上 袋井商工会議所

2KK0158 長野県 有限会社モランボン 無煙ロースター買換えにより、換気性能を向上させ、顧客満足度を高める。 株式会社八十二銀行　大町支
店

2KK0159 埼玉県 岩野義久 プライベート空間でのトータル理容サービスの提供による差別化戦略 幸手市商工会
2KK0160 福島県 荒川陽一 生産性向上・コストダウン・新機能による環境・市場に合わせた畳製造計画 石川町商工会

2KK0161 広島県 菊田浩美 オリジナル菓子販売とイベントの実施で、いつ訪れても新しい魅力を発見してもらえ
る観光農園へ。 広島県央商工会
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