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近畿 福井県 R2181S00002 株式会社やなぎ町 4210001009247 緊急事態宣言特別枠 感染症対策と客単価増を両立する全室個室カニ・フグ料理店への事業転換 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00006 まちＤｅｌｉかくれわ食堂 緊急事態宣言特別枠 食品製造業として展開するテイクアウト・デリバリーによる事業再構築 山原　治

近畿 福井県 R2181S00007 味くらべ 緊急事態宣言特別枠 元居酒屋だから出来る福井ブランド肉の楽しめる焼肉店展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00008 ぶちでざいん株式会社 2210001008894 緊急事態宣言特別枠 お客様のニーズを顕在化する、在庫を持たない製造業へ新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00011 有限会社内田撚糸 1210002000430 緊急事態宣言特別枠 地域の強み等を活かした、米加工品製造業への事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00013 加畑水産株式会社 3210001000751 緊急事態宣言特別枠 ３Ⅾフリーザー導入による新商品開発、生産性、品質向上及び販路拡大 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00015 浜本建設株式会社 9210001002734 緊急事態宣言特別枠 建築ネットワークを活用した家電小売・コワーキングスペース運営事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181S00016 株式会社めん遊館 5210002011977 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入による飲食事業展開 武生商工会議所

近畿 福井県 R2181S00017 株式会社ハッピートラベル 6210001007397 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦需要に対応するパーソナルトレーニングジム開設による事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00018 福井旅行株式会社 3210001003119 緊急事態宣言特別枠 旅行会社の教育事業への挑戦　旅育と雇用創出産業への発展 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00020 ラジット 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を活用した料理教室事業による既存事業と新事業の共生共栄 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00022 ボヌールヴィエント株式会社 6120101029879 緊急事態宣言特別枠
ＣｔｏＣ市場を開拓する越前和紙アートフラワーキットとオンライン教室

事業
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181S00023 有限会社ホームドライ 4210002003348 緊急事態宣言特別枠
完全無人個人ロッカー設備導入による非接触・会員制デジタルクローク

サービスの提供
福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00024 ユニックス株式会社 2210001004274 緊急事態宣言特別枠 熱可塑性ポリウレタンの販売及びレーザー加工機による加工 税理士法人日本綜研

近畿 福井県 R2181S00025 フーズサポート株式会社 5210001009139 緊急事態宣言特別枠
独創的な唐揚げ専門店を創業し、事業再構築と高齢者の雇用機会を創出す

る
株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181S00029 株式会社カサ川 7210001010012 緊急事態宣言特別枠 繊維技術と地域文化を活かしたスカーフブランド立ち上げと店舗運営事業 勝山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00001 クラブライオン 緊急事態宣言特別枠
ラウンジ業がテイクアウトも行う日本料理店を開業することで売上拡大を

目指す事業
ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00006 守山タクシー株式会社 9160001015485 緊急事態宣言特別枠 全国初！タクシー会社のノウハウを活かしたカークリーニング事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00007 ｋｅｄｏｍｏ 緊急事態宣言特別枠 職業紹介のオンライン化による業務効率向上と遠隔・非接触対応 福岡商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00010 ビジネスホテル西大津 緊急事態宣言特別枠 ホテル事業から撤退し、新たな場所でうなぎ専門店を開店する事業計画 田畑　一佳

近畿 滋賀県 R2251S00011 美冨久酒造株式会社 8160001005223 緊急事態宣言特別枠 蔵カフェによる新規顧客創出と認知度向上事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00012 株式会社ウェザーリポート 2160001016044 緊急事態宣言特別枠
心地よい住まいを提案する家具店のリモート販売事業による事業再構築事

業
守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00015 株式会社旬食いただき 7160001017343 緊急事態宣言特別枠
「京風・幕の内弁当の販売」健康志向の女性層に向けた自家製味噌を組合

せた生麩の販売
ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 R2251S00016 株式会社石川技研 7160001007955 緊急事態宣言特別枠 無縫製製法のオーガニックコットン肌着の新たな製造・販売事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00021 エルアイビーリゾート株式会社 5120001142361 緊急事態宣言特別枠
琵琶湖畔の自然空間マリーナ施設で新たな働き方追求“大自然×ワーケー

ション”で新分野の開拓計画。
株式会社りそな銀行

近畿 滋賀県 R2251S00022 有限会社第一ツーリストビクトリー 9160002013513 緊急事態宣言特別枠 旅行代理店からＪＲＡ関係者向けサブスク空間洗浄へ新たなチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社
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近畿 滋賀県 R2251S00023 ワークピース株式会社 5160001018450 緊急事態宣言特別枠 「飲食店向けＥＣサイト専用動画撮影サービス」による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00024 Ｎダイニング株式会社 1160001019519 緊急事態宣言特別枠 中食・内食需要に対応するための食品通販事業部の新設計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00026 しゅん・ブラン 緊急事態宣言特別枠 飲食店の取り組むペットフード製造、販売への事業再構築事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00027 株式会社ＢＷＧ 9160001021830 緊急事態宣言特別枠 ペットブリーダー業の強みを活かし福祉事業への新たな取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00029 有限会社新近江別館 1160002000857 緊急事態宣言特別枠 他店にはない眺望と日本料理技術を活かしたカフェ事業への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00031 ハマゼン和装 緊急事態宣言特別枠 ハンガーの消毒設備を備えた物流建屋建築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00035 株式会社ダイワ住研 3160001014897 緊急事態宣言特別枠 子育て世代への情報発信コミュニティカフェの開設とサービス提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00037 バンブーヘアークリエーション 緊急事態宣言特別枠 美容室における男性客をターゲットにした新サービス展開事業 岡﨑　敬史

近畿 滋賀県 R2251S00040 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｋｅｙ－ｍｅｎ 緊急事態宣言特別枠 体験型「スタジオ・ショールーム」を活用したリフォーム事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00043 株式会社ｏｆｆｔｏｎ 6160001021643 緊急事態宣言特別枠 子どもの個性と創造性を育む「クリエイティブスクール」 大津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00044 有限会社至誠庵 3160002000252 緊急事態宣言特別枠 湖国所縁のうなぎ料理で地域に笑顔と元気をお届けする店づくり 西田　隆行

近畿 滋賀県 R2251S00046 サルティンボッカ 緊急事態宣言特別枠 レストランの枠組みを超え、「食」ビジネス全体をとらえた取り組み。 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00047 株式会社ビーエスシー・インターナショナル 4160001002216 緊急事態宣言特別枠 子供向けイベント・キャンプのポータルサイト構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251S00048 ジャパニーズ株式会社 7160001017673 緊急事態宣言特別枠 学生から大人までを対象にしたプログラミングスクールの開講 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00050 合同会社みっきーらぼ 8160003001278 緊急事態宣言特別枠 写真画像の断捨離を支援するアプり開発と販売 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00051 有限会社やま重 4160002013583 緊急事態宣言特別枠 卸しの利点を活かし、安価で美味しい国産うなぎが食べられる店の開業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00055 株式会社ＲＥＡＬ‐ｆ 8160001009645 緊急事態宣言特別枠 Ｆｕｎ　Ｔシャツ事業計画書 大津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00057 佐治タイル株式会社 7160001011916 緊急事態宣言特別枠 タイル工事業からの新たにタイル加工業への事業展開進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00064 田中　雄裕 緊急事態宣言特別枠 セルフホワイトニングサロン事業 山本　悦司

近畿 京都府 R2261S00001 株式会社人財バンク 9130001027277 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ事業　バックオフィスの合理化支援サービス 京都税理士法人

近畿 京都府 R2261S00002 株式会社花洛 4130001020328 緊急事態宣言特別枠 実演販売付き持ち帰り寿司専門店の新規出店計画 ひいらぎ税理士法人

近畿 京都府 R2261S00005 アムール 緊急事態宣言特別枠 非対面で安全に利用できるセルフエステ店への転換による増収計画 冨松　誠

近畿 京都府 R2261S00006 株式会社久世 4130001046380 緊急事態宣言特別枠 通販専用商品の新規開発、通販市場への新分野展開 洛央税理士法人

近畿 京都府 R2261S00007 株式会社負野薫玉堂 6130001016712 緊急事態宣言特別枠 「海外向けＥＣ販売事業の開発」事業計画 毛利　隆志

近畿 京都府 R2261S00008 リアン有限会社 9130002020900 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍でも減少が少ない男性客に向けた、美容院内での脱毛ビジネスの

展開
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00009 株式会社洛斗 9130001058157 緊急事態宣言特別枠 Ａｌｉｂａｂａ．ｃｏｍに出展し、海外バイヤーへの販路を開拓する 三浦　優
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近畿 京都府 R2261S00010 ＫＲＮ株式会社 7130001063217 緊急事態宣言特別枠
新たなライフラインとして「居場所」を提供する『価値創造型コワーキン

グスペース』の運営
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00011 有限会社市與 9130002003335 緊急事態宣言特別枠 農村現場と八百屋の店舗を繋ぐ簡易宿泊事業への新分野進出 西河　豊

近畿 京都府 R2261S00012 株式会社三木鶏卵 8130001022733 緊急事態宣言特別枠 地元住民に親しまれる老舗名物を使った商品開発及びブランディング事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00016 高田勝株式会社 6130001017925 緊急事態宣言特別枠 京友禅体験商品の開発と体験工房の設置 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00017 株式会社高田商店 5130001017926 緊急事態宣言特別枠 拡本業による本業とのシナジー効果への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00027 ペットシッター・トコトコ 緊急事態宣言特別枠 保護犬譲渡も行うトータルサポート型ペットショップの開設 角谷　雅子

近畿 京都府 R2261S00029 株式会社関製菓本舗 3130001004975 緊急事態宣言特別枠
Ｂ２Ｃ販路開拓に向けた新商品販売と地域企業連携に対応する組織体制の

再構築
税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261S00030 合同会社Ｔ 4130003004361 緊急事態宣言特別枠
オーセンティックバー併設のウイスキーを中心とした酒類のセレクト

ショップ
丹野　亮

近畿 京都府 R2261S00031 株式会社たなべ洋装店 8130001041130 緊急事態宣言特別枠 店舗販売で培った技術を基にネット販売に新参入し売上を増強する。 福知山商工会議所

近畿 京都府 R2261S00033 株式会社ＳＤＩ 6130001025309 緊急事態宣言特別枠
装置開発の強みを生かし「立体物に特化した防汚・抗菌、抗ウイルス薄

膜」の受託加工業への転換
由良　雅之

近畿 京都府 R2261S00035 満き 緊急事態宣言特別枠
所有する経営資源（建物）に改修を加えることで既存宿泊業から　飲食事

業へ新分野展開を図る事業計画
税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 R2261S00036 株式会社京都絞美京 1130001057736 緊急事態宣言特別枠 京鹿の子絞新製品の直販体制構築とＳＰＡ機能確立による流通革命 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00037 奥ジャパン株式会社 4130001054573 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での日本人向けアドベンチャーツーリズムの新規開発 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 京都府 R2261S00038 ホルモン処じゃまん 緊急事態宣言特別枠 一頭仕入・セントラルキッチン化による肉料理中心のプラットフォーム 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00039 ＮＩＫＵ　ＢＡＲ　ＪＩＧＯＲＯ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における惣菜販売業への新事業展開 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00040 エルアイティ株式会社 8130001028301 緊急事態宣言特別枠 携帯ショップ隣接地でのカフェ事業と物販開始による販路拡大事業 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261S00041 イタリア料理Ａｏｎｏｎｅ 緊急事態宣言特別枠 飲食店が手掛けるソムリエ厳選イタリアワインショップの新規開業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00043 料理旅館松本亭 緊急事態宣言特別枠 笠置山自然公園内でのワーケーション＆テイクアウト事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00044 株式会社タケダ 2130001009439 緊急事態宣言特別枠 材料屋発、独自ブランドの伝統工芸品の開発とギャラリーの開業 藤井　良一

近畿 京都府 R2261S00045 株式会社京都ダイナー 3130001055416 緊急事態宣言特別枠 切り売りピッツアと惣菜のテイクアウトとイートインもできる店づくり 曽我部　聡

近畿 京都府 R2261S00047 株式会社仲久 6130001001482 緊急事態宣言特別枠 光学ガラス表面検査ロボットの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00052 株式会社どんぐり 4130001000940 緊急事態宣言特別枠
自社製造の冷食事業を新たに構築！ＥＣサイトでお店の味を多くのご家庭

に届けます
株式会社東京経営サポーター

近畿 京都府 R2261S00053 合同会社游鈴 1130003004950 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン新設による通販事業への新規参入と中食市場の売上拡

大
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00055 株式会社ＬＡＸ 7130001065312 緊急事態宣言特別枠 移動式キャンピングトレーラ製造事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00058 博多炙りもつ鍋わらじや京都駅前店 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋屋店主プロデュースによるパーソナルトレーニングジムの開設 中谷廣幸

近畿 京都府 R2261S00060 株式会社京都マテリアルズ 2130001048775 緊急事態宣言特別枠 事業再構築による超硬合金精密金型の新製品製造と新分野展開 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 R2261S00061 ｏｎｉｎｏ． 緊急事態宣言特別枠 生花業のノウハウを活かした新しい花器製造・流通・販売計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00062 有限会社豊明 4130002025689 緊急事態宣言特別枠 最新デジタル販売方法を駆使したオリジナルインドアグリーン事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 R2261S00063 京西陣菓匠宗禅有限会社 3130002002284 緊急事態宣言特別枠 ＯＭＯを活用し海外展開へ。他社商品の卸売事業への業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00065 吉本 緊急事態宣言特別枠 会いに来てくれる割烹屋～キッチンカーで季節の京料理を～ 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00069 株式会社フェイス・ジャパン 7130001054926 緊急事態宣言特別枠 腸活健康管理アプリ「はぴが（仮称）」の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00070 株式会社マスターメソッド 5130003005202 緊急事態宣言特別枠 ルームウェア業界への大胆な事業の転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00071 乾隆校前整骨院 緊急事態宣言特別枠
独自サービスを付随させた、サブスクリプション方式によるセルフエステ

メニューの導入
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00074 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｈａｎａ 緊急事態宣言特別枠 スキマ時間活用とシナジー効果をもたらすエステ事業の進出 川口　裕士

近畿 京都府 R2261S00083 株式会社Ｌａｎａｉ 6130001051115 緊急事態宣言特別枠
サブスクリプション型のＥＣシステム「一人一人に合う最適な寝具提案。

個人向け寝具リースサービス」への業態転換計画。
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00084 株式会社キャピタル東洋亭本店 1130001004614 緊急事態宣言特別枠 創業明治３０年老舗洋食店の味を家庭に届ける外販事業への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00086 株式会社ｕｔｕｗａ 8130001062341 緊急事態宣言特別枠 雇用を守り地域需要にあったテイクアウト唐揚げ専門店による新展開 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 R2261S00087 株式会社カムデン 8130002022591 緊急事態宣言特別枠 真珠入札会のデジタル化による新市場開発 萬　隆幸

近畿 京都府 R2261S00088 ゲストハウス雅順 緊急事態宣言特別枠 京都の素材で作るイタリアンジェラートの製造・販売 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 R2261S00090 ＰＬＥＨ．チニアシツケル 緊急事態宣言特別枠 若手作家支援と地域経済発展に向けたカフェ併設ギャラリーの開設 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00091 株式会社ジー・アール・インターナショナル 4130001045787 緊急事態宣言特別枠
ＥｄＴｅｃｈを取り入れた革新的な英会話教室でＳＴＥＡＭ教育を行う事

業
辻野　浩史

近畿 京都府 R2261S00092 小山醸造株式会社 9130001014473 緊急事態宣言特別枠 ネット販売の構築と見学・体験できる醤油製造業への業態転換 小山　富央

近畿 京都府 R2261S00094 ガウチョ 緊急事態宣言特別枠 【ＢＡＲガウチョ】深夜バー事業からダイニング事業への事業転換計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00095 有限会社豊和食産 2130002004307 緊急事態宣言特別枠 店舗におけるカフェから高級食パン分野への進出 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 R2261S00096 株式会社凡愚 9130002034966 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン建築にて高性能冷凍を活用した水産２次加工製品の

メーカー機能をもつ製造の提供
株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00097 有限会社如意プロデュース 1130002001263 緊急事態宣言特別枠 大学等と連携した企業向けアートシンキング研修事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00098 マルシン飯店株式会社 5130001055587 緊急事態宣言特別枠 冷凍生餃子自動販売機事業 服部　真和

近畿 京都府 R2261S00099 株式会社五十家コーポレーション 3130001029205 緊急事態宣言特別枠
飲食店の本格的農業進出。京都大原野での“ベビーリーフ”水耕栽培事業の

開始。
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00101 株式会社植田 3130001051233 緊急事態宣言特別枠 実演塗装が可能なリモートショールームの新設による業態転換事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00103 株式会社ラブリープロダクツ 2010401068204 緊急事態宣言特別枠 和装商材　販売／レンタルサイト運営事業 税理士法人優和

近畿 京都府 R2261S00105 株式会社Ａｐｅｒｉｏ 1130001063957 緊急事態宣言特別枠 京都祇園発の野菜とお酒を使った大人のドレッシングの製造 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00106 上世屋獣肉店 緊急事態宣言特別枠 ジビエ処理施設の食肉市場からペット市場へ転換を図る事業計画 宮津商工会議所
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近畿 京都府 R2261S00107 佐々木酒造株式会社 9130001003014 緊急事態宣言特別枠 京都洛中酒蔵ツーリズム事業への取り組み 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00112 株式会社ＡＷＯＭＢ 2130001056968 緊急事態宣言特別枠 健康的な食生活を手軽に続けられる宅食プログラムへの新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00113 株式会社ステップ 3130001004950 緊急事態宣言特別枠
京風総菜「おばんざい」を全国のご家庭に届ける冷凍食品製造事業への新

分野展開
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00114 サフイ　ヘアー　リゾート 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を乗り切るトータルビューティーサロン 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00117 有限会社双葉堂 4130002014840 緊急事態宣言特別枠 ベビー用品レンタル事業における非対面ビジネス化による営業形態の変革 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00120 ＣＨＩＢＡ－ＣＨＵＰＳ 緊急事態宣言特別枠 小規模ＤＪイベント機材設営及びレンタル事業 城陽商工会議所

近畿 京都府 R2261S00121 ぞろんぱ 緊急事態宣言特別枠 安心・安全・健康にこだわったパン製造小売り店舗の新規出店 吾郷　泰佑

近畿 京都府 R2261S00122 株式会社ＢＭターゲット 6010701018813 緊急事態宣言特別枠 中小のＥＣ運営事業者特化型のワンストップロジスティクス事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 京都府 R2261S00123 株式会社ジェイエムユウ 6130001023485 緊急事態宣言特別枠 店舗の移転縮小・事務所拡大により非接触型販売システムの開発 野﨑　智仁

近畿 京都府 R2261S00125 ＭＩＣＥコーヒーサービス株式会社 3130001065704 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるコーヒーのＤ２Ｃサブスクリプション販売 株式会社南都銀行

近畿 京都府 R2261S00127 有限会社リンクス 2130002027506 緊急事態宣言特別枠 最先端ＩｏＴ音響機器導入による高音質のライブ音声配信サービスの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00129 ツバクロすっぽん食堂 緊急事態宣言特別枠 ツバクロ新事業プロジェクト 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00131 丹菱株式会社 4130001040755 緊急事態宣言特別枠 海の京都で衣・食・体験の観光地点型ファクトリーショップの開設 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00132 株式会社京の舞妓さん本舗 4130001050853 緊急事態宣言特別枠 肉や魚も漬けられる「ぬか床」を量産化し、調味料市場に参入する 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00134 株式会社カナザワコーポレーション 3130001010271 緊急事態宣言特別枠 革新的なスチコン設備の導入による新たな店舗型スイーツ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00135 高瀬川フーズ株式会社 8130001048381 緊急事態宣言特別枠 高瀬川インドアゴルフクラブ事業 中谷　健太

近畿 京都府 R2261S00136 株式会社土屋念珠店 2130001018101 緊急事態宣言特別枠 手にする方が心豊かになるために、珠数の選び方の新提案 荒尾税理士法人

近畿 京都府 R2261S00139 スター食堂株式会社 3130001024949 緊急事態宣言特別枠 洋食商品のテイクアウト専門店の開店及びオンライン、卸販売 八田　泰孝

近畿 京都府 R2261S00141 豊竹工芸株式会社 7130001001837 緊急事態宣言特別枠 新商品とショールームでエンドユーザーへの販路構築 徳村　拓希

近畿 京都府 R2261S00142 ＡＧ株式会社 6160001017468 緊急事態宣言特別枠 スタディ型動画レシピと食材キットのオンライン販売事業 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00143 株式会社兵藤 2130001039898 緊急事態宣言特別枠 食品製造業への挑戦及び製造設備を活用したフード店舗展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00144 株式会社大幸 6130001045595 緊急事態宣言特別枠
丹後地区のドローン活用した農薬散布による農業の省力化とサービスの提

供
株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00145 スペース壬生 緊急事態宣言特別枠 「アートｘ公文」を用いた独自の教育ベースの創生 税理士法人らくよう綜合研究所

近畿 京都府 R2261S00147 ＧＲＥＥＮ　ＦＡＲＭ 緊急事態宣言特別枠 季節の果物と、放牧牛乳のミルクジャムで食品メーカーへ挑戦 税理士法人イデア

近畿 京都府 R2261S00148 株式会社インセンティア 8130001017931 緊急事態宣言特別枠 ”目新しさ”と”京都らしさ”を一度で体感できる非日常空間の提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00149 株式会社神戸珠数店 3130001016888 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ販売サイトの創設 長谷川　正治
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近畿 京都府 R2261S00150 株式会社出立木工所 7130001060429 緊急事態宣言特別枠 業界初持上げレール付き裁断機による薪が移動制限社会に火を灯す 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00151 有限会社丸福水産 8130002007964 緊急事態宣言特別枠 オリジナル加工商品を実店舗及びネットを利用する販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00155 竹之内工務店 緊急事態宣言特別枠 先端建築技術を用いた低感染リスク型飲食店開業による新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00157 株式会社クロスメディカル 1130001033596 緊急事態宣言特別枠 ポスト新型コロナ時代を見据えたオンライン医師教育システムの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00158 株式会社ＤＣＴ 9130001048570 緊急事態宣言特別枠
イートイン飲食業からテイクアウト専門店・プログラミング教室への業態

転換
洛央税理士法人

近畿 京都府 R2261S00160 株式会社アタッチメント 3130001060432 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンを主とする亀岡シェアリングスペースの運営事業 松本　慎太郎

近畿 京都府 R2261S00165 株式会社ＩＭＡ 2130001042233 緊急事態宣言特別枠
セルフオーダーシステムの導入および韓国宮中薬膳料理と現代式焼肉の組

み合わせ事業
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00166 有限会社ノット 7130002018839 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣ事業の展開に向けた家具と雑貨のショールーム設備構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00167 有限会社セイワ・ホテル 7130002033565 緊急事態宣言特別枠 レンタルオフィスで新たに経営の柱 川人　基司

近畿 京都府 R2261S00170 リリーレース・インターナショナル株式会社 6130001003561 緊急事態宣言特別枠 男性用レース製品の向上を目指す、レースミュージアム事業 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00172 シャフテックツチハシ株式会社 9130001039363 緊急事態宣言特別枠 ドローンを用いた農薬散布をはじめとするスマート農業分野への進出 城陽商工会議所

近畿 京都府 R2261S00173 石川つゞれ株式会社 3130001004315 緊急事態宣言特別枠 西陣爪搔本つづれ織の新商品を開発して美術市場に進出 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00178 有限会社Ｋ－ｎｅｔ 7130002021850 緊急事態宣言特別枠 薬膳で免疫力アップと経営基盤強化！掴む女性客と女性雇用の拡大 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00179 株式会社京屋総本舗 6130001050835 緊急事態宣言特別枠 焼肉店のＥＣ・テイクアウト事業に最適な真空冷凍精肉の卸事業推進 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 R2261S00180 株式会社Ａｌｉｖｅ 9130001061045 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋専門店から換気のよく集客力の高い焼肉店への業種変更 辰市　祐洋

近畿 京都府 R2261S00182 中道佳司美 緊急事態宣言特別枠
宿泊用空きスペースを活用し、テイクアウトカフェ＆ショップヘの新分野

展開
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00185 株式会社ＭＡＳＯＯ． 9130001057472 緊急事態宣言特別枠
３Ｄプリンタを使い、型をはめたまま紙を貼り付けるハイブリッド張り子

の製作事業
京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00186 株式会社山政小山園 3130001033207 緊急事態宣言特別枠 山政小山園六次産業化（小売業展開）プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00187 株式会社朝日堂 7130001008972 緊急事態宣言特別枠 京焼・清水焼のブライダルギフト分野への進出、新規需要開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00189 橘屋物産株式会社 2130001005074 緊急事態宣言特別枠 「紫芳軒＜Ｗａカフェ＞（仮称）」新規飲食事業展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00191 株式会社三味洪庵 5130001009312 緊急事態宣言特別枠 蕎麦の健康成分を活かした蕎麦屋が作るそば雑穀、そば会席の開発・販売 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 R2261S00194 株式会社マルケーオガワ 5130001022661 緊急事態宣言特別枠 健康増進を多角的にサポート！地域活性化めざす運動施設の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00195 株式会社ベルテックコーポレーション 8130001051501 緊急事態宣言特別枠
クラス１００００のクリーンルーム導入によるレーザーを用いた自動化シ

ステム製造の開始
株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 京都府 R2261S00196 株式会社國枝商店 1130001028943 緊急事態宣言特別枠 よーじやカフェお茶のクレープ 株式会社みずほ銀行

近畿 京都府 R2261S00198 有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ 1130002029998 緊急事態宣言特別枠 取引先に依存しない経営のためのＩＴプラットフォームの構築 鯉淵　拓真

近畿 京都府 R2261S00203 有限会社シンコウ美装 8130002018730 緊急事態宣言特別枠 新分野展開による総菜製造及び販売事業 京都府商工会連合会
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近畿 京都府 R2261S00205 株式会社アドプランツコーポレーション 1130001047349 緊急事態宣言特別枠 サテライトショップ展開（販売・営農活動）による事業の再構築 森井　裕明

近畿 京都府 R2261S00208 株式会社Ｌｅ　Ｒ．Ｄ．Ｒ． 8130001036320 緊急事態宣言特別枠 夜はバーで昼はカフェ、「映え」新メニューで差別化！ 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 京都府 R2261S00211 株式会社ティアレス 6130001056782 緊急事態宣言特別枠
クラウド型システム導入による、士業の紹介システムと学生の教育システ

ムの構築
株式会社シャイン総研

近畿 京都府 R2261S00213 株式会社ビックスマイル 8130001036114 緊急事態宣言特別枠 薪ストーブ販売と付随サービス提供による事業再構築 税理士法人イデア

近畿 京都府 R2261S00217 宮ノ後鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 美容施術ノウハウを活かしたエステサロン開設計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00220 株式会社よしむら 5130002019129 緊急事態宣言特別枠 本物の手打ちそばを高齢者福祉施設へ。「料理を届ける」事業転換 奥村　能丈

近畿 京都府 R2261S00221 株式会社どこ・いこ 4130001025269 緊急事態宣言特別枠 富裕層向けの高級飲食店会員システム 森井　義英

近畿 京都府 R2261S00223 ギャラリー　ナナ 緊急事態宣言特別枠 水中スクーターのトレーニングプログラムとナビゲーションシステム開発 伊村　睦男

近畿 京都府 R2261S00224 株式会社オフィスエムワン 6130001036322 緊急事態宣言特別枠 エンターテイナー特化型ポータルサイト事業計画 山田　祥雄

近畿 京都府 R2261S00225 ｓａｌｏｎ　Ｅａｒｔｈ　サロンアース 緊急事態宣言特別枠 「ヘナヘッドスパ」の全国展開に向け「ヘナヘッドスパニスト」育成 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00227 株式会社はり清 5130001009584 緊急事態宣言特別枠 京料理の経験を活かしたケーキの製造・販売新規事業 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 R2261S00230 有限会社フリークス 3130002010205 緊急事態宣言特別枠 独自焼肉「ホルモン千葉」を家庭・アウトドアで楽しむ商材開発と販売 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 R2261S00232 鎮星株式会社 2130001059797 緊急事態宣言特別枠
外国人投資家向けバーチャルオフィス及びバーチャル従業員提供サービス

始動計画
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261S00233 セキズ 緊急事態宣言特別枠
トルコブランドのフレーバーを購入したい分野に、デジタル技術を活用し

た販売戦略
京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00234 株式会社エテリオル 2130001056035 緊急事態宣言特別枠 ご当地キャラを使った日本史・地理を学べるアプリ 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00235 トラディ合同会社 4130003005129 緊急事態宣言特別枠 日本の文化／伝統の国外向けＤ２Ｃ販売 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00238 薄伽梵ハヂメ 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から焼肉屋への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00242 ソリレス 緊急事態宣言特別枠 チューハイ専門店から「女性向け立ち食い蕎麦屋」への転換事業 徳村　拓希

近畿 大阪府 R2271S00002 バランス整骨院 緊急事態宣言特別枠 リハビリに重点を置く予防介護事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00003 株式会社サンフラワーアート 8120001001903 緊急事態宣言特別枠 オリジナル・プレミアム・ドライフラワーによる市場創造＆事業構造転換 岡田　明穂

近畿 大阪府 R2271S00006 株式会社ＢＯＡ 4120001194288 緊急事態宣言特別枠
展開飲食店舗各店の特長・立地を最大限に活かした経営資源再配分による

売上拡大
花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00008 希望新風　長瀬近大前店 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店ならではの商品を活かした新規テイクアウト販売開始計画 井関　新吾

近畿 大阪府 R2271S00009 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｓｕｏｎａｒｅ 緊急事態宣言特別枠
新時代アフターコロナの次世代店舗とデジタル化による新しいワイン酒場

の展開
松川　浩士

近畿 大阪府 R2271S00010 株式会社ＲＥＢＡＲＧＥ 7120001221444 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した次世代店舗による接客方法の変革と新たな売上の構築 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00011 グラティフィープラスイー 緊急事態宣言特別枠 強みを活かした痩身・脱毛エステ事業への新規参入による売上拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00014 株式会社イクシム 2120001218783 緊急事態宣言特別枠 イベント会社による循環型経済の事業化 深野　裕二
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近畿 大阪府 R2271S00016 株式会社Ｙ＆Ｎｏｂｕｙａフーズ 9120001145591 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つため、餃子・唐揚げ専門の中華料理店へ業態変更 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 大阪府 R2271S00023 株式会社堺十字屋 5120101002671 緊急事態宣言特別枠 小規模医療施設向けユニフォーム等の宅配クリーニングサービス 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00025 株式会社ＳｕｎＫｙｏコーポレーション 3120001187631 緊急事態宣言特別枠
送り主が登録した動画を再生・閲覧することができる、「動画メッセージ

付きフラワーギフト」サービス
澤井　美香

近畿 大阪府 R2271S00026 株式会社ハイエンドミュージック 7120001202915 緊急事態宣言特別枠 オンライン受注によるギター高精度スキャン・修理サービスの開始 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271S00028 株式会社チアフルフーズ 6120001084289 緊急事態宣言特別枠 鮮度抜群の鶏肉を使った自社オリジナル商品の開発と通信販売の事業化 岸本　圭祐

近畿 大阪府 R2271S00029 蛍窯 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト＆オンライン螢窯陶芸倶楽部新規開設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00031 株式会社萬通 1120001139774 緊急事態宣言特別枠 日本商材を扱う中国人富裕層向け越境ＥＣサイトの構築及び運営 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00033 まぐろ小屋別邸 緊急事態宣言特別枠 現役プロ料理人がお伝えする初心者安心のオンライン料理教室開講 西馬　宏和

近畿 大阪府 R2271S00035 株式会社岡本マテリアル 3120001217933 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ感染症に対抗するエステサロン事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271S00041 株式会社ＣｈａｒｍｅＲ 8120001193377 緊急事態宣言特別枠 現役ヘアメイクアーティストによるハイセンスなフォトスタジオ 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 R2271S00042 株式会社スズヤ 3120101036911 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービス分野での地域密着経営戦略 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00044 株式会社アプローズ 5120001161411 緊急事態宣言特別枠 オンライン展示会運営による新規開拓と事業規模の拡大 西川　哲也

近畿 大阪府 R2271S00045 Ｉｒｏｄｏｒｉ　ｓｈｉｐｓ 緊急事態宣言特別枠 ネットでの衣類・靴販売業から個別学習塾への業種転換で事業再構築 税理士法人高橋資産会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00046 ウェルフェアービーシー 緊急事態宣言特別枠 福祉・介護車両に特化した自動車販売・整備工場の開業 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271S00047 株式会社泉州訪問看護ステーション 6120101059595 緊急事態宣言特別枠
既存事業（訪問看護事業）とのシナジー効果も期待できる住宅型戸建てホ

スピスの開設
土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271S00050 株式会社ＭＩＪ 2120001138791 緊急事態宣言特別枠 フランチャイズを活用したブランド品・貴金属等の買取業への参入 横田　慎一

近畿 大阪府 R2271S00051 株式会社ちよ松レストランマネージメント 2120101052026 緊急事態宣言特別枠 飲食店が挑む小売酒販売・世界的な需要が膨らむウイスキー専門店 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00054 鎌倉音楽製作所 緊急事態宣言特別枠 プロによるコンテンツのオンライン配信業務サポートサービス 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00055 株式会社Ａｎｉ－Ｍａｄｏｎｎａ 2120001107656 緊急事態宣言特別枠
婦人靴製造卸からＤＸを活用したリアル店舗／ウェブによる製造直販への

業態転換
株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00056 株式会社Ｓｎａｉｌ　ｔｒａｃｋ 2120001163220 緊急事態宣言特別枠 名店の味を安価で楽しめる大衆焼肉店の展開 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 R2271S00057 Ｐｒｏｊｅｃｔ佐野槌 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対抗する新分野展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00058 株式会社ｃｒｏｓｓ　ｂｅｎｃｈ 2120901039742 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペースの個室シェアオフィスへの業態転換計画 山本　高久

近畿 大阪府 R2271S00059 株式会社丸二製作所 2120001028191 緊急事態宣言特別枠 バルブ加工技術を生かし、ＩｏＴ化をはかり混錬機の自社一貫生産 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00063 ＮＳＤトラスト株式会社 3120001192730 緊急事態宣言特別枠 「ＬＥＤ　デジタルサイネージ」パネルのレンタル・施工事業の展開 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00068 株式会社ＡＹＡ製作所 1120001209585 緊急事態宣言特別枠 新型コロナに負けるニャー！猫とともに癒しのお手伝い 小松　和也

近畿 大阪府 R2271S00074 ミニティ 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に安心安全な職人の技シャンプー専門店で新分野展開 池田商工会議所
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近畿 大阪府 R2271S00075 株式会社キングプリンターズ 1120001122177 緊急事態宣言特別枠
『最新デジタル印刷機＋バリアブルソフト』の導入により『シール・ラベ

ル印刷』事業へと新業態にチャレンジ！
三木　朋晴

近畿 大阪府 R2271S00077 株式会社ＫＨＳメディカルサポート 1120001205543 緊急事態宣言特別枠
業界初、医療機関の経営改善を可能にする医療機関専門のＷＥＢプラット

フォーム構築
花山　和士

近畿 大阪府 R2271S00078 株式会社エースキューブ 9120001138356 緊急事態宣言特別枠 複合レンタルスペース・スタジオ事業計画 碧山　雄貴

近畿 大阪府 R2271S00080 株式会社オートグラスジャパン 3120001200435 緊急事態宣言特別枠 新規事業として中古車販売を開始 江口　晋平

近畿 大阪府 R2271S00081 株式会社関西経営管理協会 5120001062527 緊急事態宣言特別枠 自社コンテンツ作成とオンラインサービス提供のためシステム改修 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00083 株式会社白光 6120001021325 緊急事態宣言特別枠 部活ユニフォーム及び体操服の即日仕上げ洗濯事業（個別対応） 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00084 株式会社トリノホームズ 9120001150162 緊急事態宣言特別枠 新分野展開：中古バイク販売事業の新展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271S00085 有限会社モンスターサウンドシステムズ 7120902011472 緊急事態宣言特別枠
高槻市のアーティストと事業所を結びつけ、地域振興を目指す新音楽レー

ベルの設立
高槻商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00086 株式会社ベスメモ 7120001175649 緊急事態宣言特別枠 しまなみ海道旅行への写真撮影サービス 井関　新吾

近畿 大阪府 R2271S00087 株式会社ファンスパイア 6120001184295 緊急事態宣言特別枠 教育意識の高いエリアにおける１歳半～の子どもを対象とした幼児教室 矢野　修平

近畿 大阪府 R2271S00090 有限会社杉村工業 2120002071645 緊急事態宣言特別枠 万能試験機による、新規市場開拓及び事業拡大への挑戦！ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00091 相光電子株式会社 4120001155141 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ深層学習による画像処理技術開発 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00092 千房ホールディングス株式会社 1120001084343 緊急事態宣言特別枠 新たな時代に対応した新規事業～居酒屋業態の冷凍加工ＥＣ販売～ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271S00095 株式会社天満大阪昆布 5120001067534 緊急事態宣言特別枠 新だし昆布開発と動画カタログ・動画レシピ制作による新分野展開 税理士法人平岡会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00097 株式会社ノボル電機 6120001147161 緊急事態宣言特別枠
昭和レトロな意匠性と重厚感を持つスピーカーとセットアンプのＤｔｏＣ

事業
北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00098 中徳 緊急事態宣言特別枠 新鮮な魚介を使った弁当のテイクアウトサービスの実施 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00100 株式会社ロマン 7120001092456 緊急事態宣言特別枠 ハンドクリームを中心としたボディケア商品の輸入販売業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00104 ｐｉＣＡＴ 緊急事態宣言特別枠 ひとり親サポートｐｌａｃｅ“Ｓｍｉｌ”の開業計画 八尾商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00105 株式会社リジカーレン 4120001162848 緊急事態宣言特別枠 通販用お取り寄せ冷凍食品のＯＥＭ製造事業への進出 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00106 松本印刷株式会社 8120001089831 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂマーケティング分野進出による新市場の開拓 山上　益弘

近畿 大阪府 R2271S00107 日新プリント株式会社 1120001052606 緊急事態宣言特別枠 インクジェットプリントによる独自Ｔシャツの小ロット・即日納品の実現 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 R2271S00108 株式会社アソシア貿易 8120001201379 緊急事態宣言特別枠 ＤＸによるＥＣ店舗構築とコスメのサブスクリプションサービスの融合 佐野　良太

近畿 大阪府 R2271S00109 株式会社笠谷ｓｉｇｎ 1120001198201 緊急事態宣言特別枠
リトル沖縄をイメージしたスムージーとタコスがウリの飲食店舗の開発運

営
株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00112 株式会社ダンク 1120001126038 緊急事態宣言特別枠 ランチタイムを中心とした飲食店～個食とテイクアウト分野の開拓～ 松本　常裕

近畿 大阪府 R2271S00116 オオサカチャオメン 緊急事態宣言特別枠 先端的なデジタル技術による飲食店非対面接客システムの構築 原島　健彰

近畿 大阪府 R2271S00125 株式会社ヨコオ 7120001134910 緊急事態宣言特別枠 ビーフカツサンドのセントラルキッチン化による中食市場への業態転換 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 R2271S00129 カフェボンボヤージュ 緊急事態宣言特別枠 自家焙煎珈琲豆の卸売・小売の開始による新分野展開 甲能　知樹

近畿 大阪府 R2271S00131 株式会社ＧＬＯＢＯ 4120001120913 緊急事態宣言特別枠 高品質な希少種類のプロポリスを投入し健康食品事業に参入 小澤　惠子

近畿 大阪府 R2271S00133 たからセカンド株式会社 2120101047075 緊急事態宣言特別枠
コロナ対策で個別対応による新たな食のエンターテイメントを創出する新

店舗で事業再構築実現
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00134 エス・ピー・エム株式会社 2120001167543 緊急事態宣言特別枠
国策であるＣＯ２削減・節電効果抜群のエコジュードを改良・コストダウ

ンを伴う内製化事業
税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00135 株式会社遥翔 2120101052686 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・ＥＣ販売等に対応した餃子専門店 小池　知明

近畿 大阪府 R2271S00136 株式会社清水 3120001081256 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を縮小しテイクアウトメインの店舗に改装する計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 R2271S00137 株式会社リーフ 7120002061534 緊急事態宣言特別枠
工務店向けオーダー家具キッチンのオンライン受注サイトを活用した販売

戦略
大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00138 株式会社デバイスエージェンシー 9120001191363 緊急事態宣言特別枠 「不動産の短期賃貸借契約」のマッチングサービスの運営 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00143 有限会社リバイブコーポレーション 4120002068598 緊急事態宣言特別枠 新たな飲食店舗として、高級寿司店の開業と職人育成を行う。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00145 よつばしフーズ株式会社 6120001176953 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり需要に向けテイクアウト専門店による新たな収益の柱を構築 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00149 株式会社ＯＳＫ 9120101043704 緊急事態宣言特別枠 経済社会の変化とニーズに対応したネット型宅配クリーニング事業の展開 山本　高久

近畿 大阪府 R2271S00150 株式会社ムーラン 2120001090670 緊急事態宣言特別枠 生絞りモンブランの企画・製造と実演による店舗販売 東　徹男

近畿 大阪府 R2271S00151 特定非営利活動法人メディカル指南車 4120005011745 緊急事態宣言特別枠 専門医による画像症例解説ビデオの制作・配信市場への参入 新居　誠一郎

近畿 大阪府 R2271S00152 株式会社ジーケーパートナーズ 5120001105120 緊急事態宣言特別枠 オンライン活用による常時サポート型廃業支援サービス ほんまち税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00153 株式会社デューリング 3122001025449 緊急事態宣言特別枠 眼精疲労等の緩和に特化した施術を美容院に向けて教えるスクール事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00154 酒やのまえだ 緊急事態宣言特別枠 守口市に天然魚を～生産設備導入による外食から中食への転換～ 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00155 健菜天　佳川 緊急事態宣言特別枠 健康志向の天丼のテイクアウト 門田　知也

近畿 大阪府 R2271S00156 株式会社スターチェーン 6120001220397 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー・ネット通販の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00157 株式会社ウィンカンパニー 6120101034433 緊急事態宣言特別枠
外出自粛で低迷する鞄市場から手土産需要「和菓子」の店舗運営でＶ字回

復
税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00161 Ａｓ　ｉｓ　ｍｕｓｉｃ合同会社 5120003007414 緊急事態宣言特別枠 セルフレコーディングと４Ｋ対応動画編集スタジオの新設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00162 ｊｏｉｎｔ 緊急事態宣言特別枠 スイーツキッチンカーのレンタル事業 大松　祐介

近畿 大阪府 R2271S00163 オビカワ株式会社 4120001019750 緊急事態宣言特別枠 自社のノウハウと強みを活かした防カビ製品への新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00164 合同会社ＪＡＰＡＮ　ＫＩＤＳサービス 5120003015623 緊急事態宣言特別枠
年齢別・独自カリキュラムで真の自立を目指す障がい児向け施設運営への

参入
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00167 株式会社すまいるぴーぷる 9120901028887 緊急事態宣言特別枠 【新事業】大阪産しらす拡販に伴う水産製品製造業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00169 なかはら整骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナ過に対応、アプリを活用したシェアオフィスへの出張施術 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00173 株式会社みずしま 9120001165004 緊急事態宣言特別枠 お持ち帰りとお一人様立ち飲みスタイルの出汁料理屋の新業態開発 京都中央信用金庫
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近畿 大阪府 R2271S00174 草田康博 緊急事態宣言特別枠 ケージフリーエッグの生産（放し飼いの鶏の卵）と竹パウダーの販売 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00175 有限会社一期一会 6120002066369 緊急事態宣言特別枠 映像制作業務を標準化する制作会社向けＡＩ自動編集システムの開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 R2271S00179 もつマニア　旧かしら屋 緊急事態宣言特別枠 沖縄そばをメインにこだわりのめん類製造販売業を新たに営む 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00185 合同会社ＭＤＩ 9120903002114 緊急事態宣言特別枠 食の力で全国制覇！アフターコロナは鉄板焼でみんなを笑顔に！ 貞方　建吾

近畿 大阪府 R2271S00188 株式会社ドリーマーズ・クリエイション 1120001200387 緊急事態宣言特別枠 ビジネスラボＴＥＮＢＩＮプロジェクト 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 R2271S00190 和Ｄｉｎｎｉｎｇわだち 緊急事態宣言特別枠 イタリアンバルが換気能力を改修強化し焼鳥屋に業態転換する事業計画 株式会社八咲

近畿 大阪府 R2271S00191 有限会社村中金属 1120002010380 緊急事態宣言特別枠 板金・金型製造業のライトアウトドア市場への新分野進出 須﨑　保弘

近畿 大阪府 R2271S00194 トラベルエステート株式会社 1120001199785 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナにおける賃貸仲介事業への挑戦とＤＸの実現 美藤　直人

近畿 大阪府 R2271S00197 カフェピケ 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍で生き残るため飲食店を閉鎖し冷凍ケーキの通信販売へと業態転

換
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00198 合同会社アワーズ 4120003013611 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍を乗り越える、居酒屋業態から、地域に根差せる蕎麦屋業態への

事業転換計画。
北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00199 株式会社ランジュ 3120101057602 緊急事態宣言特別枠
地域住民へ「美」と「健康」を提供する、理美容業からエステティック業

への新分野展開
北村　真吾

近畿 大阪府 R2271S00200 株式会社ひろひろ 3120001166305 緊急事態宣言特別枠 削り節加工業者を買収「自社食品製造工場」を新設し販路拡大 森川　優

近畿 大阪府 R2271S00203 株式会社キャリアナビ 9120001115958 緊急事態宣言特別枠 クラウドファンディング・プラットフォーム運営事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00204 株式会社くらすむーぶ 1120001031023 緊急事態宣言特別枠 引越事業者による整理収納や掃除の知識習得のための教育事業 近藤　新次郎

近畿 大阪府 R2271S00205 堀内鏡工業株式会社 4120001021632 緊急事態宣言特別枠 特許のミラーを利用してオーラルケアの新分野・新市場へ挑戦 田川　智洋

近畿 大阪府 R2271S00207 株式会社メタモルフォーゼビューロー 4120001073161 緊急事態宣言特別枠
ロリータファッション企画制作会社の撮影スタジオ運営と衣装レンタル事

業への進出
株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 R2271S00208 大橋広幸 緊急事態宣言特別枠 高付加価値型の治療院の構築で、顧客開拓・リピート率向上を図る 滋賀県商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00209 長岡京中央整体院 緊急事態宣言特別枠 整体院が営むサブスクのエステで、内からも外からも美しく 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00210 日本紙器株式会社 7120001031991 緊急事態宣言特別枠 フ－ドトラック、キャンパ－バンのレンタカ－事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00211 株式会社オーシス 6120001165345 緊急事態宣言特別枠 高速かつ堅牢なインターネット環境を持ったテレワークスペースの貸出し 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 R2271S00212 株式会社ミスターブレーン 1120101029636 緊急事態宣言特別枠 気軽にＩＴを学べる「ＩＴ講座」サービスを構築！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00213 有限会社山正西村商店 9120002019340 緊急事態宣言特別枠 新鮮・安全な鮮魚料理を一般消費者へ、テイクアウトおよび配達にて提供 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 大阪府 R2271S00214 キヒラサービス株式会社 1120001014647 緊急事態宣言特別枠 清掃業者がロボット掃除機の物品賃貸業へ業態転換し売上増加を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 R2271S00215 株式会社ワインハーツ 2120101053544 緊急事態宣言特別枠 店頭販売からの誘導で「試飲ができるネット販売」のワイン専門店 丸山　千寿

近畿 大阪府 R2271S00216 株式会社明来エンタープライズ 4120001120046 緊急事態宣言特別枠 テラス活用コロナ対策型演出レンタルスペース事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00218 株式会社本きもの松葉 4120101034014 緊急事態宣言特別枠 きものコンサルティング事業構築計画書 ＴＳＡ税理士法人
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近畿 大阪府 R2271S00219 株式会社ＺＥＮ 2120901019050 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂ等を使い地域住民の健康管理とコミュニティの場になるジム計画 髙見　典尚

近畿 大阪府 R2271S00222 株式会社南薩食鳥販売 2120101004019 緊急事態宣言特別枠 受発注システム活用による「飲食店動向データの収集・販売」事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 R2271S00223 株式会社アボス 1120001130642 緊急事態宣言特別枠
ウイルス対策を完備した新型ヨガスタジオを開設し地域住民の健康増進を

図る計画
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00224 株式会社ＲＯＯＭＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭＳ 4120001205425 緊急事態宣言特別枠 トレーラーハウス（レンタカー）レンタル事業 小野　晋平

近畿 大阪府 R2271S00225 東邦宣伝株式会社 3120001024586 緊急事態宣言特別枠 日本ブランドで地域創生・海外展開を目指す日本名産品ＷＥＢ販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00229 カドヤ 緊急事態宣言特別枠 健康的なメニューの開発・フードデリバリーサービスで販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00230 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 緊急事態宣言特別枠 脱炭素を実現するバイオマス発電向け設備のＩｏＴ化事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00231 株式会社野乃鳥 9120901022502 緊急事態宣言特別枠 卵の調達力を活かした「スイーツ製造販売」への新分野展開 倉田　晃

近畿 大阪府 R2271S00233 ペイントプレイスコム 緊急事態宣言特別枠
鈑金塗装技術を活かした、インテリア補修とアンティーク家具のネット販

売事業
松原商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00235 濱洲拓矢 緊急事態宣言特別枠 ３ＤＣＧ（３次元）制作を始めＡＲ・ＶＲを取り入れたコンテンツの提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00239 ストーリーテラー株式会社 4120001000611 緊急事態宣言特別枠 法人向け動画撮影・配信事業 税理士法人森之宮会計センター

近畿 大阪府 R2271S00245 吉良遼太朗 緊急事態宣言特別枠 ダーツイベント事業参入のための店舗移転とダーツマシン複数導入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00247 富澤自動車 緊急事態宣言特別枠
新サービス「ユーザー車検サポート」開始により整備の適正化透明化を図

る
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00249 株式会社大安 6120001201686 緊急事態宣言特別枠 指導者がいるフィットネスジムで、コロナの健康二次被害をＳＴＯＰ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00251 食堂ペロ 緊急事態宣言特別枠 ネットショッピング参入における補助事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00252 泉州工機株式会社 9120101003906 緊急事態宣言特別枠 新たなＳＣＲの開発・製造による部品サプライヤーからメーカーへの転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 R2271S00257 焼肉　由兵衛 緊急事態宣言特別枠
国内流通一割の国産牛タンの廃棄部分を使用したソーセージを全国にお届

け！
堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00258 株式会社プラスランゲージ 7120001217145 緊急事態宣言特別枠 ネオ立ち飲みスタイルのバル　～ウィズコロナ、ポストコロナの生活～ 株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 大阪府 R2271S00259 ピッツェリアオーソーレミーオ 緊急事態宣言特別枠 業務用ナポリピッツァ生地を製造し飲食店から製造業へ新分野展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00260 株式会社福純 2120001058040 緊急事態宣言特別枠 ベジタリアン・ビーガン健康食宅配「台湾ベジーキッチン」 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 R2271S00261 有限会社たこ梅 3120002016582 緊急事態宣言特別枠 日本一老舗おでん店のブランドを活かした「外販事業部」の立ち上げ 税理士法人トップ財務プロジェクト

近畿 大阪府 R2271S00262 株式会社梅豊 7120001184609 緊急事態宣言特別枠
対面型の料理提供のコロナ影響を凌駕するために非対面型飲食物の販売に

業態転換しＶ字回復する計画
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00263 ヘアーアンドリビングモモ 緊急事態宣言特別枠
美容師が故郷で作るご当地サンドの非対面販売店「ｍｏｍｏｍｅａｌ（モ

モミール）」の開業
箕面商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00264 株式会社ＦＩＶＥＳＴＡＲＧＲＯＵＰ 5122001027030 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナに対応した「トータルボディサロン」への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

近畿 大阪府 R2271S00265 株式会社ヤギセイ 8120001091102 緊急事態宣言特別枠 新製品開発・ブランディングとＥＣ商流開拓による事業再構築 瓶内　栄作

近畿 大阪府 R2271S00270 キングオート 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー１台で様々なお店の味を楽しめる移動式飲食販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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近畿 大阪府 R2271S00273 炭火焼鳥ひよこ家 緊急事態宣言特別枠 中食用オリジナル焼鳥メニューの開発と調理動画で事業再構築を図る 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 R2271S00274 株式会社テクノフード 7120001221915 緊急事態宣言特別枠
飲食事業で培ったメニュー開発と、神戸牛の特徴を活かした総菜事業を展

開する。
荒巻税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00276 株式会社ＳＴＹ 8120002012560 緊急事態宣言特別枠 デジタルライブで演奏会や動画投稿が出来るプラットフォーム構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00278 株式会社オーディナリーズ 3120001209955 緊急事態宣言特別枠 洋食店の技術を活かしたスープと自家製麺によるラーメン店の開業 山本　義範

近畿 大阪府 R2271S00280 有限会社ボンドストリート 5120902021440 緊急事態宣言特別枠 家庭用の健康美容機器の販売を店舗とネットで構築 溝口　房典

近畿 大阪府 R2271S00281 株式会社オフィスＥＭＰ 3120001198653 緊急事態宣言特別枠 就労継続支援Ａ型事業所で行う会計事務所を顧客とした記帳代行事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271S00283 六和化成工業所 緊急事態宣言特別枠
海外向けバイオマス樹脂化粧品容器ニーズ拡大に基づく事業再構築への取

り組み
株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 R2271S00287 株式会社Ａｔａｍａ 9120001129891 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ向け紹介キャンペーンアプリのシステム開発による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00288 城東印刷株式会社 4120001012565 緊急事態宣言特別枠
制作・印刷会社による同業「印刷会社」向け営業コンサルティング業への

展開
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00289 暁喜株式会社 5120001167607 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣと自社サイトを利用した海外向け販売事業及び新商品開発 山本　文則

近畿 大阪府 R2271S00290 ＣＲＥＭＯＮＡＬＡＢＯ 緊急事態宣言特別枠 音楽とコーヒーのマリアージュ・サブスクリプション 池田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00294 株式会社ＵＲＡＲＡ 2120101058650 緊急事態宣言特別枠 再現可能な施術指導！整体院向けオンラインサロンサービスの運営 石　光仁

近畿 大阪府 R2271S00295 中国采　老饕 緊急事態宣言特別枠 シルバー・イノベーション 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00296 株式会社ＧＲＯＷ 4120101058401 緊急事態宣言特別枠 移動型スポーツパーク事業　～地域の子供たちに笑顔を～ 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00297 株式会社アルチエ 8120101049479 緊急事態宣言特別枠 中東エリアＥＣ販売支援プラットフォームビジネスへの業種転換事業 大谷　宗宏

近畿 大阪府 R2271S00298 ビューティサロンジュエル 緊急事態宣言特別枠 男性専門脱毛サロンで「傾聴」接客により「介護脱毛」市場開拓 福井　規之

近畿 大阪府 R2271S00299 株式会社クロト 7120001183123 緊急事態宣言特別枠 デザイン力を活かした非対面型ＥＣ事業参入とＤ２Ｃビジネスの確立 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00300 有限会社紋珠 4120902011459 緊急事態宣言特別枠 弊社独自の移動式密閉ユニット型無煙炭化炉の商品化に向けた開発事業 高槻商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00302 株式会社ヰゲタ 1120001113812 緊急事態宣言特別枠 業務用コーヒーマシーンの開発、製造、リユース事業 中田　聡

近畿 大阪府 R2271S00303 合同会社ハイ・フレンズ 4120903001970 緊急事態宣言特別枠 新規カフェ開設による収益向上と地域還元を図る教室活用事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00304 株式会社Ｃｏｚｙ 8120001192610 緊急事態宣言特別枠 コミュニティスペースを兼ねたチャレンジショップ運営での新展開 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00307 株式会社てりとりー 7120001175054 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業の立上げによる新名物創生プロジェクト 税理士法人ＦＡパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00308 株式会社ＦＩＥＬＤ土香 9120901017064 緊急事態宣言特別枠 おうちレストランに華を添える高級陶芸品の小売り販売とサブスク事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 R2271S00309 株式会社ファストエー 9120001216839 緊急事態宣言特別枠 プログラミング教室を差別化要素とした児童デイサービスへの新分野展開 株式会社八咲

近畿 大阪府 R2271S00310 株式会社プロアス 7120001055297 緊急事態宣言特別枠 ＮＭＮ由来の革新的フェイスマスクの開発・販売計画 島本　昌一

近畿 大阪府 R2271S00315 ＫＡＧＡＭＩ株式会社 7120901042007 緊急事態宣言特別枠 キラルアミノ酸の新規診断・創薬技術サービス事業の開発 茨木商工会議所
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近畿 大阪府 R2271S00316 株式会社正晃 2120001140194 緊急事態宣言特別枠 心技体のプログラムにより職人の未来を確保する新分野展開挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00319 宮本和雄税理士事務所 緊急事態宣言特別枠 コロナ融資後のＷｅｂシステムによる経営計画グループコンサル 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00324 株式会社明和真空 6122001007428 緊急事態宣言特別枠 付加価値の高い機能性メッキ加工技術であるハーフミラー蒸着加工 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00326 一般社団法人全国仏教カウンセリング協会 2010005028257 緊急事態宣言特別枠 オンライン上で認定カウンセラー資格の取得ができる講座の開設 株式会社ヒース

近畿 大阪府 R2271S00330 七穀ベーカリー 緊急事態宣言特別枠 オンライン販売用の菓子生産施設の新設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00331 ペトリス 緊急事態宣言特別枠 対面型飲食店から非対面型の冷凍フード製造及び通信販売へ業態転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00334 北村製本株式会社 9120001020019 緊急事態宣言特別枠 オリジナルフォトブック製作ＢｔｏＣ向けの個人受注の新規獲得 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00335 株式会社ノンバーバル 1120001142316 緊急事態宣言特別枠 飲食・小売店のブランド価値を高める新規事業の実施 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271S00336 Ｆｕｌｌ　Ｂｅｌｌｙ株式会社 9120001149766 緊急事態宣言特別枠 大阪名物！千日焼き（鶏焼き） 吉良　賢司

近畿 大阪府 R2271S00337 株式会社インプリージョン 6120001134606 緊急事態宣言特別枠 ワーケーションしながら関係人口になる宿　プロジェクト 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00340 一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会 7120005011412 緊急事態宣言特別枠
資格認定講座にデジタル技術を活用し、対面型からオンライン形式への転

換
リードブレーン株式会社

近畿 大阪府 R2271S00343 ぎんれいカラー 緊急事態宣言特別枠 ドローンなどを使った写真・動画撮影事業及び測量事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00345 浜弥鰹節株式会社 9120001018509 緊急事態宣言特別枠 鰹節屋と飲食店と宅食業者との三方よしマッチングの新構築と展開 藤本　賢治

近畿 大阪府 R2271S00346 株式会社ミラフ 5120003006110 緊急事態宣言特別枠 壁紙・ウォールステッカー・障子紙等建具のオリジナル商品の開発 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00347 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄｏｏｒｓ 7120001212526 緊急事態宣言特別枠
ａｆｔｅｒコロナ、ｗｉｔｈコロナの時代に向けて　飲食事業を最大限に

活用した販路拡大
當麻　知一

近畿 大阪府 R2271S00349 株式会社ＷＯＭＢ 9140001033167 緊急事態宣言特別枠 海外向けＥＣサービスシステムの構築 大川　真司

近畿 大阪府 R2271S00352 株式会社花安 7120101031132 緊急事態宣言特別枠 葬儀をしない葬儀社への業態転換 税理士法人藤岡池田事務所

近畿 大阪府 R2271S00354 株式会社ＧＲＡＮＤ・Ｃ・ＳＥＶＥＮ 5120001210746 緊急事態宣言特別枠 地域に根付くスポーツ施設～日本のバスケットボールの可能性～ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271S00356 株式会社山神 6120001115432 緊急事態宣言特別枠 刺繍技術を活かしたオリジナルキャラクターとグッズの開発 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00357 株式会社エヌエスイーエデュケーション 7120001173784 緊急事態宣言特別枠 障害者就労継続支援Ａ型を活用したオンライン学習塾事業 西河　豊

近畿 大阪府 R2271S00361 株式会社ボンズ２１ 3120001173862 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる揚げ物専門の移動販売事業 税理士法人マネイジブレーン

近畿 大阪府 R2271S00362 ブレス・ヘア・デザイン 緊急事態宣言特別枠 セルフエステ併設型美容室 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271S00365 株式会社エヌ・ディー・シー 7120001075725 緊急事態宣言特別枠 リアルタイムコミュニケーションで海外市場開拓 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

近畿 大阪府 R2271S00372 株式会社せのや 5120001082649 緊急事態宣言特別枠
既存事業ドメインを活用したＥＣおよびアフターコロナを見据えた製造業

分野への展開
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00373 マルは呉服店 緊急事態宣言特別枠 非日常的な戦国武将等の体験企画と和風建築を活かしたスタジオ撮影 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00374 鶏と創作お台所　おはこ 緊急事態宣言特別枠 デリバリー事業の取り組みのための厨房設備の刷新 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 R2271S00378 ワールドイベントリンク株式会社 5120001175634 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣとジャパン・イベントを使った＂和もの＂デュアル販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00379 キムラ塗装株式会社 3120101001898 緊急事態宣言特別枠 赤外線カメラ付きドローン導入で、高精度かつ非対面型工事の提供 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 R2271S00382 ＫＡＪＩＫＡＷＡ企画 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮した設備を導入し、利用者負担を軽減し差別化を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00384 株式会社ＬＡ　ＢＯＤＹ 6120001107074 緊急事態宣言特別枠 営業活動のデジタル化　ＢｔｏＢ　ＥＣサイト開設＆スマホアプリ運用 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00385 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｉｎｏ 5120001141280 緊急事態宣言特別枠 北浜・中之島エリアを活性化させる新飲食サービス事業 木下　孝祐

近畿 大阪府 R2271S00387 広昇株式会社 7120101057961 緊急事態宣言特別枠
日本の地酒をアジア諸国（まずは中国市場）の人々に楽しんでいただくた

めの輸出プロジェクト
竹内　友章

近畿 大阪府 R2271S00388 株式会社ヴエロ 5120001129375 緊急事態宣言特別枠 人材育成マネジメントシステムＶＡＩＳの開発 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00392 Ｄ．Ｎ．Ａ 緊急事態宣言特別枠 在宅時間にひとときの幸せを！トレーラー型キッチンカーでスイーツ販売 山田　雅夫

近畿 大阪府 R2271S00394 株式会社Ｔ’Ｓ－ＳＴＹＬＥ 7120001190152 緊急事態宣言特別枠
窯焼きピザ等を美味しさそのままにネットで販売して巣ごもり需要を

キャッチ
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00406 株式会社アート・ファーマー 7140001019275 緊急事態宣言特別枠 「会場設営：ＢＡＳＥ事業部」事業 税理士法人松本会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00412 株式会社恒和プロダクト 4122001014194 緊急事態宣言特別枠 印刷業の強みを活かした抗菌おりがみ事業参入による新市場開拓 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00413 株式会社つみきリース 1120101004110 緊急事態宣言特別枠 今後、増加が予測される直送及び火葬待機者に対応する遺体安置所 近畿税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00416 ＡＬＬ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 2120001216333 緊急事態宣言特別枠 非接触×本格ｅモータースポーツで非日常体験！宿泊施設の集客力向上 岩﨑　良子

近畿 大阪府 R2271S00422 株式会社三嶋フーズ 9122001013613 緊急事態宣言特別枠 アウトドア料理を簡単に楽しめるミールキットの開発及びＥＣ販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271S00423 橋本鋳造工業株式会社 8120101042789 緊急事態宣言特別枠 優位性のある造型方法を確立し、試作品市場へ新規参入 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00425 株式会社グッド・プランナー 9122001014693 緊急事態宣言特別枠 ラーメン飲食事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00429 有限会社磯一フードサービス 2120902005272 緊急事態宣言特別枠 関西飲食店のＥＣ通販ポータルサイトへの新分野展開 小池　知明

近畿 大阪府 R2271S00430 株式会社ＫＯＶ 1120001218272 緊急事態宣言特別枠 無農薬玄米カレーのテイクアウト・デリバリー業態への参入 井下　佳郎

近畿 大阪府 R2271S00433 岡山英株式会社 1120001004920 緊急事態宣言特別枠 老舗卸問屋が届ける、非対面ＥＣ販売による小売新規参入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00434 株式会社ポポラーレ 2120001132786 緊急事態宣言特別枠 若者向け韓流商品の店頭販売事業で人々の笑顔を再構築 安　柄植

近畿 大阪府 R2271S00436 株式会社ヘソプロダクション 4120101052313 緊急事態宣言特別枠
駅ナカＰＯＰ　ＵＰ　ＢＯＸ「駅箱　ＥＫＩ　ＨＡＫＯ」エキマルシェ新

大阪出店事業
滝　亮史

近畿 大阪府 R2271S00437 株式会社アートマネージメント 3120001203999 緊急事態宣言特別枠
ＡＲ（拡張現実）を活用した集客技術のパッケージ化に向けたシステム開

発
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00439 有限会社ラパン 7120902008072 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓ食品かつ高機能食品“ＯＫＡＲＡＤＡシリーズ“の輸出卸売に関す

る計画
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00443 株式会社大山コンサル 4120001226314 緊急事態宣言特別枠 モバイルアプリによる新しい飲食店向けコンサルティングの提供 景山　洋介

近畿 大阪府 R2271S00445 インタラクションヘアーデザイン 緊急事態宣言特別枠 地方から世界に通用する一流の美容師を育成する美容アカデミー 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271S00447 バーシックスブルー 緊急事態宣言特別枠 バーテンダーのスキルを活かした広島焼専門店への事業転換 佐木　俊一
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近畿 大阪府 R2271S00449 株式会社ｂｏｎｄ 9120001188500 緊急事態宣言特別枠 「旅」から「食」へ接客のトランスフォーメーション 森井　裕明

近畿 大阪府 R2271S00450 株式会社オンデオマ 4120001125474 緊急事態宣言特別枠 クラウド型バリアブル印刷サービスの開発・提案事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00452 株式会社江綿キリンド 8120001079196 緊急事態宣言特別枠 商業店舗運営ノウハウを活用した新しいクリーンサービス事業 北村　慶和

近畿 大阪府 R2271S00454 株式会社ＵＳＨＵＡＩＡ 5120001212197 緊急事態宣言特別枠 セルフまつげエクステ販売事業に進出しコロナを乗り切る！ 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00455 株式会社フラヴ 1120001176818 緊急事態宣言特別枠 美容オンラインコンテンツ展開による大胆で思い切った事業再構築 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 R2271S00456 エースバー 緊急事態宣言特別枠 “バー”から“料理店”へ。その日の「１軒目」に選ばれる店づくり 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00457 株式会社ザ・テーブル 2120001185000 緊急事態宣言特別枠 肉のスペシャリストが作る確かな味のハンバーガー店へ事業転換 大城　真樹

近畿 大阪府 R2271S00458 シェリーク株式会社 7120001186258 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応型店舗の新設と自社オンライン物販システムの構築 税理士法人ファーストオピニオン

近畿 大阪府 R2271S00461 有限会社松博 9120002004862 緊急事態宣言特別枠 量販店向けのもつ鍋レトルトセットの開発及び販売計画 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271S00464 株式会社ナチュラルクリエイト 7120001168578 緊急事態宣言特別枠
世界初の自宅で使用できる水中運動器の開発・製造及びサプライチェーン

改革
株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 R2271S00466 赤壁　優子 緊急事態宣言特別枠 婦人服小売業が美容機器を導入しエステ業を併設。売上の回復を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 R2271S00467 アースセキュリティ株式会社 6120001132923 緊急事態宣言特別枠 サイバーセキュリティを含む総合セキュリティ会社への転換計画 矢倉　義之

近畿 大阪府 R2271S00468 魚居酒屋あぷちゃ 緊急事態宣言特別枠
人気の居酒屋メニューを鮮度と質の高い魚料理とともに食卓へ。持ち帰り

専門店
ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00471 株式会社モデリア 5120001136537 緊急事態宣言特別枠 縫製加工業（Ｂ２Ｂ）から古着リメイク・リペア事業（Ｂ２Ｃ）への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271S00472 株式会社和や 9120001214900 緊急事態宣言特別枠 飲食店と生産者をつなぐプラットフォームアプリの開発・運用 折原　麻衣子

近畿 大阪府 R2271S00478 株式会社Ｊ．Ｃ．Ｆａｃｔｏｒｙ 2120001176775 緊急事態宣言特別枠 ほうじ茶カヌレ冷凍化による新分野（ＥＣ販売）展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00484 株式会社Ｗｉｓｆｉｔ＆Ｃｏ． 4120001121944 緊急事態宣言特別枠 輸入フリーズドライチーズを使った　食品の企画製造販売事業 本川　雅啓

近畿 大阪府 R2271S00486 いばらき和牛倶楽部 緊急事態宣言特別枠 いばらき和牛倶楽部とスイーツファクトリー 松川　浩士

近畿 大阪府 R2271S00490 ＦＩＫＡＨＯＵＳＥ 緊急事態宣言特別枠 民泊物件を活用したテレワークスペースの提供 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00491 株式会社Ｇｒａｃｅ　Ｂ３ 1120001216994 緊急事態宣言特別枠
メンタルヘルスを主軸とした１８０日間のｅ－ラーニングプログラムの構

築
税理士法人ほはば

近畿 大阪府 R2271S00492 さくら薬品 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣから、ＢｔｏＢ＋Ｄ２Ｃへ。小売店から製造卸業への展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00494 合同会社パルプンテ 1120003008886 緊急事態宣言特別枠
若手デザイナーの収入増加とｅコマースを活用したアパレルブランドの立

ち上げ
税理士法人ほはば

近畿 大阪府 R2271S00496 ペインレス　ラボ 緊急事態宣言特別枠 健康と機能性に特化したインナーシャツの開発と広告宣伝 和泉商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00498 エイプグループジャパン合同会社 3120003016739 緊急事態宣言特別枠 なにわ野菜の勝間南瓜が奇跡の復活！クラフトビールで世界へ！ 白川　淳一

近畿 大阪府 R2271S00501 株式会社藤沢食品 1120001018714 緊急事態宣言特別枠 プライベート空間で精肉店だからこその上質肉をセルフ焼肉 谷川　勝信

近畿 大阪府 R2271S00502 白石封筒工業株式会社 1120001020414 緊急事態宣言特別枠
コロナ後もデジタルや他に代替されない商品包装や流通用箱製造事業等に

挑戦する取組
新田　博之



17 / 27 
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【近畿ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

近畿 大阪府 R2271S00503 株式会社ルーツロックサウンド 8120001210347 緊急事態宣言特別枠 レコード販売から芋の販売へ。ライフスタイル提案企業への転換 溝川　裕也

近畿 大阪府 R2271S00504 ウエダ印刷株式会社 4120001125722 緊急事態宣言特別枠 小ロット容器の加飾サービスの生産体制構築 竹内　友章

近畿 大阪府 R2271S00505 有限会社福ずし 3120002000644 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト設備とイートイン設備の刷新による事業再構築 税理士法人土肥会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00507 上山紙業株式会社 7120001155312 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における多種多様な商品への付加価値付け 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00510 株式会社ハジメフーズ 9122001017044 緊急事態宣言特別枠
ＨＡＣＣＰ認定冷凍食品工場の設備で、自社商品の向上と地域のシェアリ

ングキッチンの展開
松井　孝允

近畿 大阪府 R2271S00511 株式会社ＳＡＮＴＥ　ＧＲＯＵＰＥ 4120001164150 緊急事態宣言特別枠 「プティフランスの食卓」赤白 税理士法人スリースター

近畿 大阪府 R2271S00512 ｉＳＥＫＡＩ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 2120901040163 緊急事態宣言特別枠 移動型スクール及びリアルＥｎｇｌｉｓｈＣａｍｐとピアノで英会話 吹田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00516 株式会社システムブレーン 7120001064950 緊急事態宣言特別枠 ５Ｇ対応のオンライン研修運営代行と、動画研修コンテンツの提供 合同会社ウイン・アクション

近畿 大阪府 R2271S00518 おばた司法書士事務所 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ感染症の影響におけるオンライン型の相続業務の獲得 竹本　和将

近畿 大阪府 R2271S00521 アクト経営会計事務所 緊急事態宣言特別枠 富良野地域のインバウンド需要獲得に向けた旅館業への進出 平地　晃

近畿 大阪府 R2271S00523 株式会社ケリコ 5120001165354 緊急事態宣言特別枠
ポストコロナの市場ニーズに応える自社直営型ゴーストレストランへの業

態転換とＥＣ事業の拡大
駒田　裕次郎

近畿 大阪府 R2271S00526 不動産のエデン株式会社 3120001183754 緊急事態宣言特別枠 不動産業界の健全化とウィズコロナに対応した物件検索サイトの作成 税理士法人セルボ・クレール

近畿 大阪府 R2271S00528 有限会社レストハウス．ルー 5120002014452 緊急事態宣言特別枠 業務用オーブン導入による焼き立てパンの提供とテイクアウト窓口設置 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00532 株式会社Ｅ・Ｃ・Ｒ 1120001074435 緊急事態宣言特別枠
インフラメンテナンスにおける、予防保全が可能なドローン国産化への挑

戦！
祐盛昭佳

近畿 大阪府 R2271S00534 合同会社スプリング・オブ・ライフ 7120903001332 緊急事態宣言特別枠 脳と筋力のトレーニングとリハビリの提供により脳梗塞リスクを低減 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00535 株式会社楽笑家 2120001188110 緊急事態宣言特別枠 麺・丼ぶり・揚げ物テイクアウト専門店開業とフランチャイズ事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00536 株式会社由苑 9120001161408 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオ、シェアキッチンを主としたレンタルスペース事業 小川　栄一

近畿 大阪府 R2271S00537 有限会社グッド・エヌエー 8122002010016 緊急事態宣言特別枠 コロナリスクに対応したセルフエステ・セルフジム・キッチンカー事業 安　柄植

近畿 大阪府 R2271S00538 草野食品株式会社 4120001063088 緊急事態宣言特別枠 新感覚のお麩を提供！～老舗麩屋が展開するお麩カフェとお麩菓子～ ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00541 ビューティードア株式会社 2120101022359 緊急事態宣言特別枠 高性能充填機とライブ配信ソフトで新商品のまつ毛美容液への展開 堀田　幸男

近畿 大阪府 R2271S00543 株式会社ソーノ 4120001212421 緊急事態宣言特別枠 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０社会に向けてのドローン事業参入計画 綿引　智美

近畿 大阪府 R2271S00544 サンフードシステム株式会社 8122001020949 緊急事態宣言特別枠 新型クラウドキッチンの運用で飲食店とともに成長する事業 森下　勉

近畿 大阪府 R2271S00549 株式会社ユージー・グローイングアップ 6120001125951 緊急事態宣言特別枠 リモート会議システムを利用した非接触型新会食サービス 石原　美保

近畿 大阪府 R2271S00554 株式会社昴 7120001065536 緊急事態宣言特別枠 ダイニングバーから燻製ＢＡＲ専門店への事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00555 エンジェルキッス 緊急事態宣言特別枠 カラーＸ。労働生産性の向上を主題とした仕組みの構築と運用。 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 R2271S00557 株式会社山大防商 5122001032179 緊急事態宣言特別枠 非対面化や介護の未来を機会に捉えるレンタルスペース事業 廣岡　茂男
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近畿 大阪府 R2271S00559 株式会社Ｐｉｎｋ　Ｒｏｓｅ 7120001220850 緊急事態宣言特別枠 外国人プロアスリートのための「コンプライアンスセミナー事業」 桑野　秀朗

近畿 大阪府 R2271S00564 袋谷タオル合資会社 2120103001245 緊急事態宣言特別枠 和紙糸とリサイクルコットン製エシカルタオルの開発・海外展開 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00569 クライシスリレーションズ株式会社 6120101057789 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを使った提案と防災用品管理システムの構築 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00570 メイセイアドバンス株式会社 8122001016006 緊急事態宣言特別枠 串カツ酒場えん満が始めるデリバリー弁当で新顧客とも円満に♪ 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00571 株式会社絆フレンズ 5120001190724 緊急事態宣言特別枠 陸上自衛隊ブランドのレトルトカレーによる食品販売事業への進出 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00572 株式会社Ｓ－ＦＩＥＬＤ 7120001161450 緊急事態宣言特別枠 ３０代女性に特化した仕事と家庭の両立がしやすい人材紹介サービス 田中　祥宏

近畿 大阪府 R2271S00573 株式会社鳳凰 6120001089214 緊急事態宣言特別枠 お洒落な釣り堀と屋外で楽しめる和菓子スイーツで道頓堀を活性化 若狭　浩子

近畿 大阪府 R2271S00574 株式会社昆虫食のｅｎｔｏｍｏ 4120101057213 緊急事態宣言特別枠 卸売・小売業から多品種少量生産可能な製造業への業種転換事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00575 株式会社キリンジ 8120001205157 緊急事態宣言特別枠 中小宿泊事業者向け基幹業務システムの開発・販売 税理士法人Ｙ．Ｓパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00576 上田水産株式会社 3120001034346 緊急事態宣言特別枠 水産加工卸業のリソースを活かした高級料理店を運営して販路拡大 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00582 株式会社コドモインターナショナル 7120001201529 緊急事態宣言特別枠 移動販売方式店舗とテイクアウト事業で地域再建を目指す計画 中川　一之

近畿 大阪府 R2271S00584 松崎食産株式会社 6120001006433 緊急事態宣言特別枠 松崎食産株式会社　新規ギフト商品開発事業 税理士法人ＫＴＳ

近畿 大阪府 R2271S00589 株式会社Ｗ　Ｓｔａｔｉｏｎ 7120001203624 緊急事態宣言特別枠 拡大する留学需要に対応した国際交流ビルでの宿泊を伴う国内留学事業 吉川　祐介

近畿 大阪府 R2271S00600 合同会社ソリトンＯｎｅ－Ｊ 4120003008685 緊急事態宣言特別枠
自社生産有機農産物等による「食卓改善提案型」カフェレストラン兼サロ

ンの運営
松井　孝允

近畿 大阪府 R2271S00603 株式会社ＫＩＥＫＯ 8120001219314 緊急事態宣言特別枠
書斎・インテリア需要獲得に向けたトレーディングカード専用ケース商品

開発
冨川　和將

近畿 大阪府 R2271S00606 株式会社ディーラリエ 6120901031357 緊急事態宣言特別枠 健康寿命を延ばす更年期愛作施術パッケージ販売事業 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 R2271S00607 朝日電材株式会社 2120001034165 緊急事態宣言特別枠 卸売業が協業＆ＩＴ利用で実現する中小事業者への建材直接販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00608 翔家フードサービス株式会社 2120001136688 緊急事態宣言特別枠 飲食店が手掛ける味よし人よし地域密着型の宅配弁当事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271S00612 株式会社インス 8120001060866 緊急事態宣言特別枠 アパレル専門店の口コミを中心とした情報サイト運営事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00613 スタジオユー株式会社 5120901006938 緊急事態宣言特別枠 老舗音楽スタジオによる「コロナ禍に対応した録音事業の再設計」 中央会計株式会社

近畿 大阪府 R2271S00618 檜垣将二郎 緊急事態宣言特別枠 豊富な人脈を活用したキッチンカー事業の開始 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00621 株式会社ＨＩＴ 3120001126597 緊急事態宣言特別枠 サウナブームの到来に逸早く対応するサウナグッズの開発・販売 濱崎　恭明

近畿 大阪府 R2271S00623 華宝株式会社 2122001028568 緊急事態宣言特別枠 老若男女・国籍を問わない暖かみ溢れるレンタルスペース事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00625 合同会社ＭＴ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1120003014372 緊急事態宣言特別枠 空き家問題と不動産賃貸に関する外国人人権問題の解決プロジェクト 濱崎　恭明

近畿 大阪府 R2271S00627 株式会社実身美 3120001115286 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・人口減少社会に生き残る健康貢献型飲食事業再構築 税理士法人　古田土会計

近畿 兵庫県 R2281S00001 株式会社森昌食品 5140001056725 緊急事態宣言特別枠 「ｗｉｔｈコロナ」の暮らしに向けた新規販路開拓と新商品の開発 株式会社但馬銀行
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近畿 兵庫県 R2281S00003 株式会社ｍｅｓ 1140001110031 緊急事態宣言特別枠 ＦＣ加盟を伴う内職市場進出による経営の安定化 後藤　公平

近畿 兵庫県 R2281S00004 　虎屋吉末 緊急事態宣言特別枠 最新の冷凍技術を活用した和菓子のＥＣ販売による売上の柱の構築 花岡　貴志

近畿 兵庫県 R2281S00006 株式会社日進 4140001023676 緊急事態宣言特別枠 国内漁港と協働で日本産ハモの浮袋を初の商品化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00007 株式会社Ｔｒａｄ　Ｓｔｙｌｅ 1140001034032 緊急事態宣言特別枠 呉服事業から、不器用な男のための結婚記念ギフトのＥＣ事業に転換 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00008 株式会社ヤマゲン 2140001027150 緊急事態宣言特別枠
生パスタ店から生モンブラン専門店への改修による喫茶モンブラン需要獲

得事業
税理士法人佐藤会計事務所

近畿 兵庫県 R2281S00009 南川音楽事務所 緊急事態宣言特別枠 音楽教室の開業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00010 株式会社大孝 3140001107851 緊急事態宣言特別枠 未利用魚を活用した新商品の開発と販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00011 株式会社八角 6140001046345 緊急事態宣言特別枠
夜営業中心の鉄板居酒屋系の店舗から昼営業中心の洋食屋へ新装オープ

ン！
岸本　圭祐

近畿 兵庫県 R2281S00013 有限会社ターニングポイント 8140002069467 緊急事態宣言特別枠 ペンション×ワーケーション＋（プラス） 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00014 特定非営利活動法人しゃらく 8140005004405 緊急事態宣言特別枠 家族代行！身元保証サービスの提供による地域の安全・安心構築事業 村上　純二

近畿 兵庫県 R2281S00015 株式会社クロカワキッチン 5140001104194 緊急事態宣言特別枠 カレー専門店から食品製造事業所への転換による事業再構築 細川　祐三

近畿 兵庫県 R2281S00016 株式会社高谷工務店 7140001115058 緊急事態宣言特別枠 新事業の一枚板テーブルによる事業規模拡大計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00017 津田宇水産株式会社 5140001067334 緊急事態宣言特別枠 自社水産物を用いた燻製チルド総菜の開発事業 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00018 株式会社エキスパート 7140001057993 緊急事態宣言特別枠
顧客ごとの独自システムに、テレワークで直接アクセスする事を可能にす

る事業
泉　正道

近畿 兵庫県 R2281S00020 有限会社いわや 4140002046569 緊急事態宣言特別枠 高齢者・障がい者にターゲットを絞った高級旅館への転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281S00021 合同会社ラサンテ 7140003012377 緊急事態宣言特別枠 女性向けのフィットネスジムから地域密着型介護サービスへの業種転換 内藤　敏

近畿 兵庫県 R2281S00026 株式会社藤井ポンプ製作所 7140001061351 緊急事態宣言特別枠 大型キュービック型塗装設備で新規分野として大型車塗装市場へ展開 堀田　幸男

近畿 兵庫県 R2281S00027 動画総研株式会社 1120001107764 緊急事態宣言特別枠 非対面・低価格・量産型動画制作サービスの構築と運用 税理士法人平岡会計事務所

近畿 兵庫県 R2281S00028 レイディバグ 緊急事態宣言特別枠 喫茶事業部門の洋菓子製造小売業、ネット販売事業への転換 細川　祐三

近畿 兵庫県 R2281S00032 ＢＯＤＥＧＡ　ｄｅｖｉｓ 緊急事態宣言特別枠 飲食スペース縮小し、テイクアウトでの販路拡大 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00035 株式会社ココ加ラ 6140001108450 緊急事態宣言特別枠 オムライス専用ソースの製造及びＥＣサイトでの販売 田中雅大

近畿 兵庫県 R2281S00037 プラスムーブ 緊急事態宣言特別枠 緊急事態宣言特別枠「業種展開型」子どもの姿勢教育市場への展開 奥村　量之

近畿 兵庫県 R2281S00038 いえしまコンシェルジュ合同会社 3140003009708 緊急事態宣言特別枠 島暮らしを楽しむための家島初となるゲストハウスの運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00041 有限会社モンテ・ジョイ・フーズ 8140002020272 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から焼肉業態への事業転換　アフターコロナ対策と業績向上 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00042 株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング 3140001024122 緊急事態宣言特別枠 エネルギーシミュレーションソフト海外版の開発及び海外市場展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00043 株式会社フードピクト 1140001104834 緊急事態宣言特別枠
野菜ってこんなに美味しいんだ！100%植物由来でつくる冷凍料理キット

のD2C販売
株式会社みなと銀行
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近畿 兵庫県 R2281S00046 味心晶 緊急事態宣言特別枠 専用設備導入よる大量生産の構築と新分野展開及び販路拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00048 まりもマッサージ治療院 緊急事態宣言特別枠 移動店舗（サロンカー）での出張リラクゼーション事業 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00049 株式会社有馬片山幹雄商店 8140001014787 緊急事態宣言特別枠 珈琲自家焙煎事業への参画を図り、事業拡大と地域の活性化を創出 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00050 株式会社エントワールド 3140001087251 緊急事態宣言特別枠 低稼働のフロアを活用したニューノーマル時代のふぐ専門店出店について 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00051 北斗星 緊急事態宣言特別枠 弁当宅配サービス・高齢者向月極弁当宅配サービス 其浦　正幸

近畿 兵庫県 R2281S00054 かめライフサポート 緊急事態宣言特別枠 医師監修！看護師が運営するシニアを元気にするレンタルスペース 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00056 萬葉庵 緊急事態宣言特別枠 コーヒー豆をオーダー焙煎してＥＣサイトでの販売計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00057 ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ 緊急事態宣言特別枠 オンラインショップ事業者へ向けたレンタル撮影スタジオ事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00058 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌ’ｉｎｓｉｅｍｅ 8140001096867 緊急事態宣言特別枠 ブライダル向け飲食店からテイクアウト用パン製造業への業務転換 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00060 株式会社ＧＯ　ＧＯ　ＢＲＡＮＤ 4120001145927 緊急事態宣言特別枠 宅配買取事業計画 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00064 株式会社リサブレア 4140001002787 緊急事態宣言特別枠
世界に広がるシノワズリデザイン、ガラスフィルムの新たな可能性への挑

戦
立野　靖人

近畿 兵庫県 R2281S00065 株式会社ＳｙｎｅｒＧｙｍ 6140001054249 緊急事態宣言特別枠 オンオフ両立会員システム確立のための一括管理システムの開発 明和マネジメント税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00069 志知カフェ 緊急事態宣言特別枠
地元のファミリー層や働く世代をターゲットとした、ドライブスルー付

き・セルフサービス焼肉丼の定食屋事業立ち上げ
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00070 佳肴　ひさ松 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使った持ち帰り商品でウィズコロナに対応した飲食店開業計画 亀山　勝幸

近畿 兵庫県 R2281S00072 ｚｕｃｃａ　ｚｕｃｃａ 緊急事態宣言特別枠 レーザー溶接機導入によるジュエリー用金具開発と異業種修理業務 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00073 株式会社伸洋サービス 9140001059410 緊急事態宣言特別枠
自販機設置業務の経験を活かした自販機用広告物の製造販売事業の立ち上

げ
株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00076 明石の魚　嵜 緊急事態宣言特別枠 嘘偽りない、ホンモノの明石の魚を届けるプロジェクト 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00079 セントラル　フットウェア　サービス 緊急事態宣言特別枠 整形靴製作で培ったノウハウを生かした鞄・袋物の製造分野への展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00080 魚問屋うおまさ 緊急事態宣言特別枠 さかな屋さんの品揃えで造った漁師メシで飲食事業へ新事業展開 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00082 株式会社日開 7140001090763 緊急事態宣言特別枠 不動産マッチングサイトを活用した不動産仲介業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00083 有限会社繁栄皮革工業所 5140002033467 緊急事態宣言特別枠 新分野へチャレンジするためのレザー素材製造工程の新設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00084 ねこのて運送 緊急事態宣言特別枠 お母さんをサポートするクロワッサン専門店（テイクアウト） 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00085 株式会社小牧 4120901036705 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトによる魚介類を中心とした福井県産品の販売事業 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 兵庫県 R2281S00087 株式会社ＹアンドＭオンリーフーズ 4140001067302 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナに打ち勝つ革新的な１店舗３業態事業 原島　健彰

近畿 兵庫県 R2281S00088 ワールプール 緊急事態宣言特別枠 淡路島の築１００年の古民家によるワーケーションスペースの開業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00091 メンバーズ　キャリー 緊急事態宣言特別枠 産地直送！地元の新鮮素材を使用したドリンク＆フード事業の展開 小川　裕右



21 / 27 
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【近畿ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

近畿 兵庫県 R2281S00095 有限会社市場印刷 8140002047472 緊急事態宣言特別枠 画期的な画像提供システム構築による新たな広報支援事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00096 有限会社松浦興業 5140002050917 緊急事態宣言特別枠 遺跡発掘調査を通して歴史を地域に伝えるメッセンジャー事業 江尻幸雄

近畿 兵庫県 R2281S00097 有限会社ストラダーレ 1140002025402 緊急事態宣言特別枠 芦屋サンドボックスのテイクアウト販売及びＥＣサイト立ち上げ ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00100 有限会社有馬千成屋 4140002017198 緊急事態宣言特別枠 観光地の土産物店から脱却！独自商品開発と全国販売でＶ字回復を実現！ 吉元秀樹

近畿 兵庫県 R2281S00102 ソールドアウト株式会社 5140001026496 緊急事態宣言特別枠 ＤＭＯ及び観光協会向け「地域観光予約システム」の企画開発、制作販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00103 有限会社総合ブライダル館いのうえ 4140002062392 緊急事態宣言特別枠 終活・相続に関する「地域プラットフォーム」事業 加西商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00104 株式会社ビズカレッジ 2140001104759 緊急事態宣言特別枠
収益不動産の経営管理を通して、長期的な経済的安定を提供する収益不動

産の経営管理専門会社
小林　優子

近畿 兵庫県 R2281S00107 丹波チキンの洋食レストランペサパロ＆ピアノと薪ストーブ小倉Ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠
丹波あじわいどりを用いた新商品をメインとしたテイクアウト専門店の出

店
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00108 まつしたあやこ不動産合同会社 2140003012159 緊急事態宣言特別枠
長期入院している患者の付き添い家族のためのオンライン相談業務付き

ファミリーハウス運営事業
北岡　慎吾

近畿 兵庫県 R2281S00109 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 7140001089517 緊急事態宣言特別枠
整骨院が挑む、キッチンカーと冷食自動販売機による健康事業との地域共

創
株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00112 合同会社坪内美樹事務所 6140003005357 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した新しいスタイルのスピーチレッスン 山科　和彦

近畿 兵庫県 R2281S00117 割烹　白瀬 緊急事態宣言特別枠
日本料理店のブランディングを活かした地産地消・創作カステラの製造販

売
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00118 ＡＬＯＨＡ’Ｓ 緊急事態宣言特別枠 キャンプ需要の高まりに対応するキャンプ用品のサブスクリプション事業 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00121 株式会社ｋｔ－ｐｒｏｄｕｃｔ 1140001094407 緊急事態宣言特別枠 広告代理店から店舗運営コンサルティング業への転換 税理士法人クリアパートナーズ

近畿 兵庫県 R2281S00123 灘菊酒造株式会社 3140001060407 緊急事態宣言特別枠
酒蔵飲食部門が通販事業に参入し、来店型ビジネスから通販事業へ転換す

る
但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00124 有限会社桃源郷 7140002043885 緊急事態宣言特別枠
液体急速凍結機を用いた冷凍餃子がメインの持ち帰り専門店及びセントラ

ルキッチンの開設
尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00126 株式会社ビビッド 2140001064185 緊急事態宣言特別枠 エステとストレッチで、Ｖｉｖｉｄな女性の「美」と「健康」支援事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00127 株式会社日本グロワーズ 1140001101996 緊急事態宣言特別枠
自家栽培の野菜の活用と管理手法を応用して加工食品の製造販売を新たに

展開
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00128 タイムハック株式会社 2140001077501 緊急事態宣言特別枠 ＧＰＳ位置情報提供サービス「トレランＧＰＳ」で選手の安全管理 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281S00130 株式会社グリーンヒルホテル 8140001024274 緊急事態宣言特別枠 ホテルから新規外販事業の構築や新たな社内プラットフォーム構築 永沼　猷彦

近畿 兵庫県 R2281S00131 株式会社竹岡農園 9140001109900 緊急事態宣言特別枠
農業主体の経営から会員制サービスを導入した体験事業主体の経営への転

換
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00132 株式会社ＹＵ－ＳＨＩＮ 8140001113630 緊急事態宣言特別枠 飲食店と製薬会社の架け橋となる新しいプラットフォーム事業計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00133 株式会社神戸装具製作所 4140001090221 緊急事態宣言特別枠 子どもやスポーツ選手へ。自社開発インソール提供による新規事業展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 R2281S00134 株式会社シュネッケ 2140001094133 緊急事態宣言特別枠 お弁当宅配事業による障害者の雇用創出および売上Ｖ字回復事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00135 株式会社海蓮丸 3140001107991 緊急事態宣言特別枠 釣人が便利で快適に利用できる憩いの場「釣人の駅」新設事業 河合　良昭

近畿 兵庫県 R2281S00137 株式会社たこまる 8140001120040 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き居酒屋から中食の食品製造に向けての事業再構築計画 尼崎商工会議所
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近畿 兵庫県 R2281S00140 有限会社キョーヒメ 5140002048267 緊急事態宣言特別枠 インテリア事業から総合園芸サービス事業への新分野展開事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00141 士縁 緊急事態宣言特別枠
「経営コンサルが「買取専門店」開始。地域の家庭・企業の資金繰り改

善」
伊藤勢津子

近畿 兵庫県 R2281S00142 井上茶寮 緊急事態宣言特別枠 菓子製造業から宿泊業への多角化展開・中長期的企業体力の強化 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00144 株式会社梵天 4140001087218 緊急事態宣言特別枠 店舗型飲食サービス事業から食料品製造業への業種転換計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00145 株式会社Ｓｔｅａｄｙ 7140001030876 緊急事態宣言特別枠 靴のＯＥＭ企業によるＥＣサイト専売の自社ブランドの創設 岩﨑　良子

近畿 兵庫県 R2281S00146 株式会社日本ツアーサービス 5140001014682 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナ対応の市民参加型スポーツ事業の構築 三木　保宏

近畿 兵庫県 R2281S00147 伊福精密株式会社 6140001015738 緊急事態宣言特別枠
海外企業との戦略提携によるエアコンプレッサー及びマイクロブロアー完

成品の製造
藤丘　有紀

近畿 兵庫県 R2281S00151 心幸フーズ株式会社 9140001099555 緊急事態宣言特別枠 肉加工技術を活かすオンライン専門「高級肉弁当」プロジェクト 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 R2281S00157 エイチ・ワイ・ホスピタリティ・エンタープライズ株式会社 1140001021641 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト・通販」市場への参入計画 エアーズ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00158 有限会社花田設計事務所 3150002010995 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ設計技術を活用したＶＲ／ＭＲコンテンツ制作による新分野への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00160 ニコウェーブ株式会社 6140001092117 緊急事態宣言特別枠 《ＥＣ事業への業態転換》瞬間冷凍機を活用した韓国料理のＥＣ販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00162 株式会社老虎菜 4140001057344 緊急事態宣言特別枠
①弊社の料理と共にブランドイメージとなっている器や調度品の来客者へ

の販売　②通販での食品（料理、菓子）の製造・販売
今中　明子

近畿 兵庫県 R2281S00163 株式会社住田商店 2140001046340 緊急事態宣言特別枠 お酒にスイーツ！コロナ禍で増えた家飲み需要向け対面販売事業 森井　義英

近畿 兵庫県 R2281S00168 株式会社コーシン 6140001092892 緊急事態宣言特別枠 観光客向けから近隣住民向けへ、熟成技術と薪火が織り成す逸品グルメ 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00174 有限会社井上商店 9140002070060 緊急事態宣言特別枠
製麺工場に製麺体験、製品実食、製品直売空間を付加する事により市場深

耕
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00175 株式会社ＫＯＴＯＮＡＳ 4140001093637 緊急事態宣言特別枠 独自の商品開発・マーケティング手法を用いたＥＣ事業への業種転換 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00179 株式会社エルユーエス 7140001027583 緊急事態宣言特別枠 直接採用活動の側面支援システムの開発及び提供事業 税理士法人ほはば

近畿 兵庫県 R2281S00180 光洋製瓦株式会社 2140001058781 緊急事態宣言特別枠 いぶし瓦製造技術から生み出された超軽量化素材でＤＩＹ市場へ展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00181 Ｓｐｒｉｎｇ株式会社 6140001082761 緊急事態宣言特別枠 ＤＸを先取りするオンライン活用によるベトナム人職業紹介システム 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00184 コバコ株式会社 1140001108587 緊急事態宣言特別枠
ＣＮＣマシニングセンタ導入によるデジタルものづくりへの参入および特

別注文家具加工の内製、直販
西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00186 株式会社フルリール 5140001107453 緊急事態宣言特別枠
レディースエステ業者が都心部の店を撤退し、地方にメンズエステ店を開

店
株式会社トウマトータルビジネス

近畿 兵庫県 R2281S00189 アイグレー合同会社 4140003012495 緊急事態宣言特別枠 緩和ケア・トレーニング機器のレンタル付きオンライン講座の提供 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00190 モリタ製パン所 緊急事態宣言特別枠
パンの特殊加工技術を武器に、パソコン周辺機器市場で新たな顧客価値を

生み出す
大京システム開発株式会社

近畿 兵庫県 R2281S00191 北政株式会社 5140001111208 緊急事態宣言特別枠 新たな製品で在宅飲食 ジー・エフ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00192 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ三田 緊急事態宣言特別枠 香りそのままに！冷凍スパイスカレーＥＣ販売へ業種転換 大城　真樹

近畿 兵庫県 R2281S00195 和モダンたけなわ 緊急事態宣言特別枠 但馬牛の郷！地元日本料理店が手掛ける焼き肉店への業種転換事業 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 R2281S00196 丸福精肉店 緊急事態宣言特別枠 お客様の生活環境に応じた市場の需要に冷凍食品でアプローチ 黒田英利

近畿 兵庫県 R2281S00197 株式会社ビートラベル 3140001113214 緊急事態宣言特別枠 カップル支援プランの特化ポータルサイト運営と日本語教室の開設 税理士法人池上会計

近畿 兵庫県 R2281S00200 株式会社ＷＧＳｃｏｍｐａｎｙ 2140001094760 緊急事態宣言特別枠 じゅん亭ＪＲ尼崎駅前プロジェクト 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 R2281S00202 マーノビューティ 緊急事態宣言特別枠 ＴＡＳとラジウムを使った完全自然の石鹸販売事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00203 野菜割烹あき吉 緊急事態宣言特別枠 弁当と真空包装機を使用した惣菜の販売計画 ＫＶＩ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00207 やきとり串揚げ　かつ 緊急事態宣言特別枠
日常のストレスを心身ともに癒すバリ島リゾート感覚のリラクゼーション

事業
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00210 居酒屋ちぎり 緊急事態宣言特別枠 既存の飲食店を縮小し、からあげ弁当のテイクアウト専門店を開業 株式会社アルマ経営研究所

近畿 兵庫県 R2281S00211 ｃａｌｉｄａｄ　ＭＵＫＯＮＯＳＯＵ 緊急事態宣言特別枠 美容室が作るオーガニック成分にこだわったペット用の新商品展開 金園　英也

近畿 兵庫県 R2281S00214 ＨＡＮＡＭＵＳＵＢＩ 緊急事態宣言特別枠 電気ピッツァ窯導入によるテイクアウト販売拡充計画 みっきぃ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00215 キッチンニトロ 緊急事態宣言特別枠 カフェサービスの導入及びイタリアン弁当の提供事業 高橋稔

近畿 兵庫県 R2281S00218 馬崎　泰成 緊急事態宣言特別枠 ご当地レシピ及び鳴門オレンジポン酢の開発・販売 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00219 マル運送株式会社 3140001114253 緊急事態宣言特別枠 道路貨物運送業から遺品整理業への新分野展開への挑戦 税理士法人ＭＦＭ

近畿 兵庫県 R2281S00220 株式会社パパコーポレーション 4140001026472 緊急事態宣言特別枠 地場の人気グルメと新商品のオンライン販売転換と販路拡大事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00221 株式会社力丸 8140001021511 緊急事態宣言特別枠 毎日の食卓が外食気分になる宅配サービス事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00224 株式会社ファイブスクエア 5140001101563 緊急事態宣言特別枠 コロナ下において安心安全と豊かさを提供するベーカリーの出店 原野　大輔

近畿 兵庫県 R2281S00228 スタニング株式会社 9140001056952 緊急事態宣言特別枠 国内外を対象にした新規ショッピングサイトの立ち上げ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00232 株式会社三晃カメラ商会 7140001007825 緊急事態宣言特別枠 新型高温耐性菌による酵素風呂運営で健康寿命の延伸に貢献する 佐藤　美子

近畿 兵庫県 R2281S00236 株式会社テキスタイル来住 1140001075506 緊急事態宣言特別枠 テーブルクロス製造・販売からテントや防災用品の製造への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 R2281S00237 株式会社ワールドプラス 4140001024716 緊急事態宣言特別枠 社会問題解決型の商品等を工房型カフェにて製造・販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00238 ヘアーデザインアール 緊急事態宣言特別枠 完全個室！髪質改善と自まつ毛改善サロンの新規出店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 R2281S00240 株式会社フレッシュグループ 1140001097624 緊急事態宣言特別枠 農産物の生産から、特殊野菜ミックスパックの加工製造へのチャレンジ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00241 株式会社中田 7140001079526 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 R2281S00243 有限会社ハル 2140002046686 緊急事態宣言特別枠 デザイナーが教えるデザイン提案型陶芸教室事業への新分野 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00246 有限会社ケインズリカー 9140002027250 緊急事態宣言特別枠 業務酒販卸業から新たに提案スタイルの飲食料品小売業を展開する 山本　文則

近畿 兵庫県 R2281S00248 株式会社駅前 5140001030911 緊急事態宣言特別枠 通信販売における超冷凍商品の開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00249 株式会社マッセル 1480001009058 緊急事態宣言特別枠 オリジナル商品「揚げピザ」の新種開発と百貨店への出店 一般社団法人公益活動サポートセンター
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近畿 兵庫県 R2281S00250 株式会社平井商店 1140001061200 緊急事態宣言特別枠 コンサルティング×デザインで実店舗向けサポート事業の立ち上げ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00251 株式会社笑波 9140001097526 緊急事態宣言特別枠 不妊にお悩みの方を笑顔にする妊活サポートメニューの提供 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00253 オゾンヘアー 緊急事態宣言特別枠 眉毛・まつ毛のケアを行うアイデザイン事業による新規顧客獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00257 花柚 緊急事態宣言特別枠 地域交流と情報発信拠点としてのレンタルスペースへの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 R2281S00260 株式会社なゆた 6140001032329 緊急事態宣言特別枠 アプリを用いたデリバリーサービスによる仮想商店街計画 山本典之

近畿 兵庫県 R2281S00264 ｇｏｏｐａａ合同会社 6140003011529 緊急事態宣言特別枠 美容室と併設の脱毛サロンオープン 井谷吉宏

近畿 兵庫県 R2281S00266 株式会社山澤工房 6140001074585 緊急事態宣言特別枠 トヨタ・ハイエースの内装、外装のカスタマイズ事業 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00268 藤田美菜 緊急事態宣言特別枠 科学とデザインの力で究極のビール造りに挑戦 池田　寛太

近畿 奈良県 R2291S00001 ヒロティーナレッジ株式会社 1150001022589 緊急事態宣言特別枠 日本経済の不可欠な中小企業経営者を助ける「知識」をＤＸ化させる事業 片岡　令

近畿 奈良県 R2291S00003 特定非営利活動法人宇陀の街づくり研究会 8150005004098 緊急事態宣言特別枠 奈良県宇陀市の資源を活用したアウトドアレジャー事業への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00004 吉野土地管理合同会社 5150003001918 緊急事態宣言特別枠 古民家を改修した薬草檜風呂・農村体験付き農家民宿事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00005 株式会社ロイヤルツーリスト 9150001002641 緊急事態宣言特別枠 発地型旅行会社から着地型旅行会社へ新分野展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00007 有限会社ハタ 8150002006428 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢで募集を行い、ＷＥＢでレッスンを行うバレエ講座の運営 東口　哲夫

近畿 奈良県 R2291S00010 北嶋製靴工業所 緊急事態宣言特別枠 海外展開に向けたＥＣショップの開設とｅｂａｙを活用した販売拡大 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00012 ａｍｕａｍｕＲ．Ｎ．ｅｓｓｅｎｃｅ 緊急事態宣言特別枠 ハンドメイド雑貨ハイブリッド型ワークショップでおうち時間充実 大阪府商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00013 株式会社Ｃ’ｓ 2150001021375 緊急事態宣言特別枠 全国初！新体験！お酒とグラスを試飲できるテラスでコロナに勝つ！ 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291S00015 株式会社クボテック 2150001021210 緊急事態宣言特別枠
国土交通省認定工場Ｍグレード取得による中低層用鉄骨から高層用鉄骨へ

の進出
株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 R2291S00016 株式会社桝忠銘木店 1150001016062 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ推進によるノウハウの資産化により、新市場開拓を目指す。 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00019 サントウニット株式会社 2150001015360 緊急事態宣言特別枠 ファクトリーブランドによるアンテナショップを活用した直販推進 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00021 ＨＡＩＲＭＡＫＥＲＯＯＭ　ＬＡＵＬＥＡ 緊急事態宣言特別枠 オリジナルミシン刺繍を施した「帆布とヴィーガンレザーで作る鞄」 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00022 桑メリヤス株式会社 8150001012666 緊急事態宣言特別枠
完全非対面・非接触の新たな営業形態を基軸とした事業の立て直しと新事

業の開拓
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00023 太陽食品株式会社 1150001004109 緊急事態宣言特別枠
発酵ハトムギ食品からの、「発酵健康食品」製造受託ソリューションプロ

バイダへの展開
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00024 株式会社ＥｖｅｒＧｒｅｅｎ 3150001020211 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！ＩＯＴを活用したピクニック型いちご農園 山田　雅夫

近畿 奈良県 R2291S00025 アップ株式会社 2150001021177 緊急事態宣言特別枠 お家でピラティスボディ～お内から健康管理を～ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00026 あったかほーむ 緊急事態宣言特別枠 農業とＩＴの融合！都会での水耕栽培を通じて農福連携！！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00029 岡本かしわ店 緊急事態宣言特別枠 宅配販売とインターネット販売で、豪華な鶏さんをオウチにお届けします 柴田　壽徹
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近畿 奈良県 R2291S00031 ＧＪダイニング株式会社 8150001021386 緊急事態宣言特別枠 外食・中食・内食すべてのニーズに対応できる事業形態に変革 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00032 株式会社八宝 7150001001926 緊急事態宣言特別枠
餅製造工程の内製化によるＢｔｏＣからＢｔｏＢへのビジネスモデルの再

構築
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00034 ＶＩＤＥＯはーと 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した「農家サポート」事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00036 株式会社大倉本家 9150001012509 緊急事態宣言特別枠 お酒の楽しみ方を提案する場づくりから始まる売上・顧客増大計画 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291S00037 株式会社キタイ 7150001012634 緊急事態宣言特別枠 ニット成型無縫製アッパーを活用したパンプスのカスタムオーダー 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00038 西垣靴下株式会社 6150001013237 緊急事態宣言特別枠 奈良の高機能靴下をＥＣ市場や通信販売を使ってＤｔｏＣ販売を開始 水上　和之

近畿 奈良県 R2291S00040 株式会社岡本フードサービス 8150001000448 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ対応！「テイクアウトでも美味しいおかずピザ」専門店への

挑戦
一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 R2291S00041 Ｔ－ＷＯＲＬＤ株式会社 8150001017681 緊急事態宣言特別枠
災害用プラスチック製品の試作開発事業への参入による企画販売型企業へ

の転換
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00042 泥谷産業株式会社 4150001005046 緊急事態宣言特別枠 吉野杉を全国に！オリジナルプロダクトの新規開発とネット販売 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00043 株式会社早真空設 2150001022010 緊急事態宣言特別枠 業務用中古空調設備の販売とメンテナンス業務の新サービス提供 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00044 株式会社庵フーズ 3150001016457 緊急事態宣言特別枠
バナナジュース専門店ＯＰＥＮ・ドライブスルー型焼肉弁当販売及び精肉

販売事業
西山　正彦

近畿 奈良県 R2291S00045 株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ 3150001018008 緊急事態宣言特別枠
業界初。予防歯科を広めるために、アニメーション動画をサブスクリプ

ション形式で提供する。
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00047 株式会社久保本家酒造 9150001009728 緊急事態宣言特別枠 新市場獲得のための超長期熟成酒の製造に必要な貯蔵庫の改修事業 大阪商工会議所

近畿 奈良県 R2291S00048 高井辰株式会社 3150001012992 緊急事態宣言特別枠 靴下の製造技術を活かした新分野展開となるペット関連商品製造 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291S00049 有限会社ひかりドライ 4150002007669 緊急事態宣言特別枠
洗濯ニーズの拡大に対応した通所型ランドリー事業参入による売上拡大計

画
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00052 摩波楽茶屋 緊急事態宣言特別枠
インドネシア料理をコア・コンピタンスとしたチャネル拡大政策による新

たな顧客創造
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00054 株式会社ファーストペイント 2150001021318 緊急事態宣言特別枠 建築塗装屋が新商品開発する塗装用具持ち運び用容器の全国販売展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00056 株式会社ミルツル 4150001021605 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイルブランド化事業 安生　誠

近畿 奈良県 R2291S00057 株式会社小谷商店 4150001000807 緊急事態宣言特別枠 サステナブル・ツーリズムに取り組む梅スイーツの開発及び甘味処の開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00058 御魚処さくら茶屋 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け無添加食材のファストフィッシュ製造及び全国個配事業 税理士法人りとく

近畿 奈良県 R2291S00059 カルダ　ダイニングカフェ 緊急事態宣言特別枠
木津川市カフェによる、地域初出店となるエステサロン開業への新分野展

開
株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 奈良県 R2291S00065 焼肉工房もく 緊急事態宣言特別枠 焼肉店から、加工業にチャレンジ！希少部位をもっと手軽に食卓へ 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 R2291S00067 寿司　いこー屋 緊急事態宣言特別枠
当店の強みを活かしたリピート顧客増加策とコロナ対応のための業態転換

計画
金田　紘典

近畿 奈良県 R2291S00070 濔風 緊急事態宣言特別枠 古民家を活用した「鶏焼肉店」新規事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00071 株式会社地域活性局 6150001007742 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に立ち向かえ！総合観光業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 R2291S00072 ファーストホスピタリティ株式会社 6120001154901 緊急事態宣言特別枠 既存事業と最大限の相乗効果を生む高級焼肉とテイクアウトに進出 株式会社ダイワマネジメント
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近畿 奈良県 R2291S00076 株式会社ＡＲＵＫＡＭＡＮ 4150001021571 緊急事態宣言特別枠
ブランド牛の近江牛を訴求した新屋号焼肉店でスィーツも提供して新市場

開拓を展開
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00077 株式会社箸源 7150001016049 緊急事態宣言特別枠
吉野産の割箸のブランディング及び、国産箸の炭化、農地改良の循環によ

るＣＯ２削減事業
株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00078 有限会社アトゥ 9150002005577 緊急事態宣言特別枠 店舗縮小を伴う新商品のインターネット通販で業績回復と地域貢献 亀山　勝幸

近畿 奈良県 R2291S00080 美吉野木材株式会社 3150001016003 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策万全！「ペットと泊まれるゲストハウス」の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00081 株式会社ウエダ 7150001020224 緊急事態宣言特別枠
アウトドアに最適な「超ハイループ編みソックス」の開発で新分野への進

出
水上　和之

近畿 奈良県 R2291S00082 ブランコ 緊急事態宣言特別枠
映像制作業の強みを活かしてラーメン店から地域Ｎｏ．１のスイーツカ

フェへ挑戦
株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

近畿 奈良県 R2291S00084 Ｇｒａｃｅ－Ａ 緊急事態宣言特別枠 銅板製電気グリドルを導入した新商品専門店の開業と露店販売事業 森村　文則

近畿 奈良県 R2291S00089 おおとり 緊急事態宣言特別枠 日本料理伝統の技！神経締めによる高鮮度・高品質なジビエの提供 奈良県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00001 ＬＡＰ 緊急事態宣言特別枠 完全個室レンタルジム業態変更 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00002 ライスフィールド 緊急事態宣言特別枠
ミニハウス設置による無農薬野菜・果物テイクアウトメニュー・小売販売

事業
紀州有田商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00003 ワケン株式会社 5170001003609 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイト構築によるリフォーム工事業から無店舗小売業への新分野展開

事業
小野　佳弘

近畿 和歌山県 R2301S00004 株式会社ＪＨＣ 3170001006563 緊急事態宣言特別枠 サテライトオフィスレンタルサービス事業 宮脇　康成

近畿 和歌山県 R2301S00005 所　順子 緊急事態宣言特別枠 天空の聖地　高野山にて観光客に食と住と心よりのおもてなしを 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 R2301S00006 株式会社中心屋 9170001005444 緊急事態宣言特別枠 飲食店で培ったおもてなしの心とノウハウ活かす高齢者配食事業へ新展開 岡　京子

近畿 和歌山県 R2301S00007 株式会社ＳＫＢＣ 8170001006385 緊急事態宣言特別枠 和歌山の絨毯・布団クリーニング事業の復活・継承計画 岸　友子

近畿 和歌山県 R2301S00008 ダイブステーション 緊急事態宣言特別枠 ダイビングサービスからＤＩＹ教室への新分野展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00009 奥畑公康 緊急事態宣言特別枠 来店困難者に向けた移動販売型飲食サービスの展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301S00010 株式会社森明商店 9170001005808 緊急事態宣言特別枠 店舗販売を行う家具製造小売事業者によるオーダーソファＥＣ事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301S00012 有限会社Ｍｏｖｉｎ’ｈｉｇｈ 2170002006101 緊急事態宣言特別枠 トータルヘルス＆ビューティーで、顧客の美と健康をサポートする事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301S00013 株式会社ちひろ 1170001002102 緊急事態宣言特別枠
最先端冷凍技術と地元食材を使用した冷凍弁当と冷凍鍋セット、オイル漬

け食品を全国販売する地方創生事業
北畑　米嗣

近畿 和歌山県 R2301S00014 福田　由佳 緊急事態宣言特別枠 女性美容サービスから気功機器導入による療術サービスへの進出 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 R2301S00015 杏亭 緊急事態宣言特別枠 仕出し店から「日常食に利用できるテイクアウト専門店」への事業転換 細田　宏

近畿 和歌山県 R2301S00016 民宿亀の井 緊急事態宣言特別枠 地元顧客獲得宣言！まぐろ自慢の民宿が運営するテイクアウト事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00018 株式会社中紀バスＩＮＴ’Ｌ 1170001005212 緊急事態宣言特別枠 位置情報を活用した新規ソリューションサービスの開発 テントゥーワン税理士法人

近畿 和歌山県 R2301S00019 株式会社千里庵 9170001009189 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ対応新商品「梅酢から揚げ」「ミールキット」販売。 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00020 株式会社中紀バス観光社 1170001010105 緊急事態宣言特別枠
和歌山県内道の駅フリーペーパー発行事業及び道の駅周遊アクティビティ

ツアー商品開発事業
株式会社商工組合中央金庫
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近畿 和歌山県 R2301S00021 有限会社松房電機 7170002004835 緊急事態宣言特別枠 家の中の引っ越し請負事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 R2301S00022 ぼくらの食卓 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における新しい飲食業スタイルの確立とモデルの構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 R2301S00023 味菜　うまいもんや　芳文 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・ポストコロナに対応した飲食店の業態転換計画 大西　省悟

近畿 和歌山県 R2301S00024 株式会社クレイシア 6170001006643 緊急事態宣言特別枠 地域初のベーグル専門の製造販売プロジェクトによる事業再生計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 R2301S00025 レイズ・エンタープライズ株式会社 2170001012273 緊急事態宣言特別枠
急速冷凍とフードデリバリーを活用した食品ロスのでない無店舗パン屋運

営
きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301S00028 株式会社ＵｍａＵｍａキッチン 8170001014025 緊急事態宣言特別枠 新しい時代の地域を活かした地域に生きる地産地消レストラン 田中　康麿

近畿 和歌山県 R2301S00029 相－ａｉ－整体院 緊急事態宣言特別枠
「１００歳まで動ける」介護予防のためのパーソナルトレーニングジム事

業
和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00030 有限会社フィールドハウス 5170002005091 緊急事態宣言特別枠 子供向けロボット・プログラミング教室の開設 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 R2301S00031 株式会社紀ノ國フーズ 2170001008412 緊急事態宣言特別枠 甘酒プリンと発酵食品のＥＣショッピングモール構築による業態転換計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00032 株式会社ＭｉＬＬ 6170001000638 緊急事態宣言特別枠 対面と密を避けた２４時間リモート受注システムと無人販売機 奥田　崇喜


