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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・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 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

近畿 福井県 福井市 R2182S00001 株式会社ペーパージャック 3210001003176 緊急事態宣言特別枠 紙箱を主力とした商品パッケージトータルプロデュースへの事業転換 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 丹生郡越前町 R2182S00002 株式会社ミタムラ建設 7210001012388 緊急事態宣言特別枠 複数の事業者と連携しポストコロナに対応した「海辺の手作りリゾート」再構築事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 R2182S00003 有限会社リカーマーケットさかえや 7210002012024 緊急事態宣言特別枠 ロケーション抜群、まちなかバーベキューハウス 武生商工会議所

近畿 福井県 あわら市 R2182S00005 角谷木材建設株式会社 6210001007091 緊急事態宣言特別枠 管内調査ロボット・新工法導入による下水道事業向けワンストップサービス確立 一般社団法人城西コンサルタントグループ

近畿 福井県 坂井市 R2182S00009 魚の恩返し 緊急事態宣言特別枠 卸売用の新鮮魚介を家庭用惣菜として調理・販売する新事業 根來　駿也

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00010 株式会社北京莊 8210001003576 緊急事態宣言特別枠 事業買取によりネット販売に参入し店舗売りからＥＣへの業態転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 R2182S00012 山伝製紙株式会社 2210001012236 緊急事態宣言特別枠 和紙製造業が取り組む医療介護市場向け商品開発とＷＥＢ等の新規販売ルート構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182S00014 ラヴィダロサ合同会社 1210003001361 緊急事態宣言特別枠 時代をつなぐ大正レトロカフェおよびアンティーク家具販売事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182S00015 有限会社石丸館 7210002000334 緊急事態宣言特別枠 ピールオフネイルを用いてのリラクゼーションの提供 福井県商工会連合会

近畿 福井県 鯖江市 R2182S00016 ネクスト　フロンティア 緊急事態宣言特別枠 理美容室向け予約システムと連携したＰＯＳレジシステムの開発 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182S00017 サブディバイド研究所ラボ 緊急事態宣言特別枠 ジビエ加工場設置による、食肉販売業への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 R2182S00018 ワタリグラススタジオ 緊急事態宣言特別枠 海とガラスのゲストハウス「ワタリグラスハウス」整備計画 福井県商工会連合会

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00019 いのうえ株式会社 4210001014585 緊急事態宣言特別枠 冷凍プリン製造拠点の整備による通販・卸部門の強化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182S00020 株式会社長田製紙所 9210001012147 緊急事態宣言特別枠 リングノート製本事業の立ち上げ、製本事業確立のための店舗作業所改装 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00021 株式会社東郷商店 2210001002204 緊急事態宣言特別枠 生地屋が考えるコロナ禍での事業継続手段と持続可能社会への貢献 浅井　和成

近畿 福井県 敦賀市 R2182S00022 窪田製作所 緊急事態宣言特別枠 既存下請け体制の遊具製作設置業から自社で開発から販売までの一貫体制に挑戦する計画 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00024 有限会社永平寺の館雲粋 5210002004527 緊急事態宣言特別枠 飲食店設備の一部縮小によるテイクアウト向け施設の新設及びスイーツ製造事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方郡美浜町 R2182S00025 株式会社シービー 9210001011058 緊急事態宣言特別枠 最新の液体凍結技術を駆使したテイクアウト及びＥＣ販売への新分野展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00029 ケーズビューティー 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるパートナーとのペア美容 久中　利朗

近畿 福井県 福井市 R2182U00001 株式会社秀峰 7210001001606 通常枠 当社独自の曲面印刷技術を応用し、建築資材分野に新展開を図り、規模拡大を目指す 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00002 田中精機有限会社 1210002009117 通常枠 ５ＧやＡＩなど最新技術に対応した生産体制の構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 福井県 福井市 R2182U00007 株式会社吉田機工 8210001004450 通常枠 ファイバレーザ加工機導入による食品及びエネルギー分野への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00009 有限会社ウチダプラスチツク 5210002012785 通常枠 テイクアウト市場開拓のための紙パルプ射出成形容器の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 R2182U00010 有限会社元気と笑顔 2210002008877 通常枠 データヘルス改革に向けて、地域連携機能強化のための訪問看護事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182U00011 株式会社石田屋 7210001016125 通常枠 新オリジナルブランド×新サービスによる業態転換計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00012 株式会社エツミ光学 3210001012706 通常枠 車載向けＨＵＤやＬｉＤＡＲに使用する高耐久かつ高反射率銀ミラー製造体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00014 株式会社大津屋 3210001000636 通常枠 レトルト惣菜の製造販売および直営コンビニ併設セルフ式和食レストラン 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00015 ファーストエンジニアリング株式会社 1210001014712 通常枠 高付加価値モータの提供を、一気通貫生産体制を構築することで実現する。 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00020 ユニバーサルエージェント株式会社 6210001016134 通常枠 ＤＸ活用によるＥＣサイト構築とサイト内仮想店舗サービスの開発 髙田　友紀

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00022 甲斐運送株式会社 4210001012779 通常枠 次世代型倉庫管理システム（ＷＭＳ）導入による効率的・物流ソリューションの提供 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00023 株式会社山内スプリング製作所 8210002004061 通常枠 高精度な溶接とスピーディな試作品の提供による歯科用器具生産による事業再構築の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 R2182U00026 株式会社ＳＵＮ・サン 7210001014582 通常枠 障害者就労支援施設によるワンストップ・デザイン印刷サービス体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182U00029 太田木材株式会社 5210001007497 通常枠 廃材再利用「木造軸組システムユニット」製造ラインと「建て方」請負体制構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00030 福井高圧ホース株式会社 3210001011922 通常枠 設備使用者ニーズ、修理事業者ニーズに応えた商品開発と新分野展開 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 R2182U00032 株式会社増田喜 9210001008434 通常枠 古紙活用「紙袋」紙袋工程の構築による高まる環境リサイクルニーズへの対応 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00033 マルイチセーリング株式会社 8210001012214 通常枠 ３Ｄモデリング（ＣＧ）を活用したパートナーショップ連携型ＥＣ市場開拓によるビジネスモデルの構築 福井県商工会連合会

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 R2182U00035 昭和館 通常枠 観光旅館からワーケーションホテルへ事業再構築し販路拡大する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00037 株式会社フレア 9210001014886 通常枠 Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナに対応したサスティナブルな焼肉店の展開による事業再構築 萩原　佳

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00040 株式会社歳月苑 3210001015304 通常枠 福井県　敦賀・若狭の名産を全国へ届けるための新販路構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 R2182U00041 株式会社ＩＷＡＢＡ 8210001017089 通常枠 Ｚ世代に受けるハイブリッド婚と観光資源を生かした地域振興事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00042 株式会社Ｃｒｏｃｋｗｏｒｋ 5210001016309 通常枠 離れていても”記憶”に残る体験を提供！音楽イベントのオンライン配信事業 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00043 株式会社ホーコーズ 9210001004631 通常枠 ワンランク上の空間をコーディネートするインテリア提案事業 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00044 原田商事株式会社 7210001002876 通常枠 光学式オートドローイングシステム導入による業界最細「極細糸」量産体制構築 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 R2182U00045 株式会社エクシート 1210001007311 通常枠 重要印刷物管理ノウハウを活かしたクリーン・プリントセンター事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00048 株式会社ＳＲ 5210001003554 通常枠 ムービングハウスの製造・販売による川下工程への参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00049 株式会社ユーカリ工業 5210001012241 通常枠 高性能マニシング導入による新規対応の金属部品製品拡大による事業再構築計画 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00050 株式会社ギビンググッド 5210001016655 通常枠 若者起業家のスタートアップ支援を目的としたコンテナ複合テラス整備事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00051 有限会社ニシザワ紙文具 3210002013240 通常枠 商店街の文房具店が手がける　子育て＆創造教育サロン 鯖江商工会議所

近畿 福井県 大野市 R2182U00052 有限会社北陸鈑金塗装 9210002009621 通常枠 中古車リース事業進出により安全・安価な高年式車を地域の人々へ 越前信用金庫

近畿 福井県 坂井市 R2182U00053 株式会社エース企画 3210001014594 通常枠 下町浅草発！サウナ及びデジタル技術を活用した新事業への挑戦 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00054 株式会社オフイス・タクト 6210001000823 通常枠 ウェブでも療術する認知症の予防・リハビリ専門院による新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00056 フラワーショップ開花園 通常枠 大規模インテリアグリーン生産拠点整備による全国へのサブスクサービス体制構築 福井商工会議所

近畿 福井県 あわら市 R2182U00059 株式会社エムエー電機 7210002007263 通常枠 当社および同業者の保有する休眠電子部品を再評価しネット販売を行う 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00064 株式会社マエダ工業製作所 8210001003709 通常枠 高性能加工機導入と既存の薄板板金加工技術を融合し建築板金分野へ参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 R2182U00066 ナンシー 通常枠 越前三國の海女と漁師　海のオーベルジュ（飲食・宿泊）及び海産物加工事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00069 株式会社昭和堂 3210001001626 通常枠 北陸における新たな『トータルビューティーウェルネス』の実現 小倉　悠治

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00070 株式会社鯖江工業所 5210001012877 通常枠 スマートファクトリー関連製品事業への新規展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00071 協同組合福井県ハイウェイサービスセンター 8210005000917 通常枠 越前日本海沿岸に３密回避できる高級グランピング施設の運営事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00072 フクイリネンサプライ株式会社 7210001003115 通常枠 病院向けクラウド型トレーサビリティシステムにユニフォームリースを活用してサービスする事業 土本　直邦
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近畿 福井県 福井市 R2182U00073 株式会社ＳＴＹＬＥ－ＯＮＥ 3210001009116 通常枠 福井県初！冷凍食品の２４時間無人販売店の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00075 株式会社オプチカルイイジマ 8210001011521 通常枠 眼鏡小売店舗にカフェ事業スペースを併設することによる新規顧客開拓事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00076 株式会社大黒屋 9210001013013 通常枠 和スイーツの開発及びライブキッチン併設店舗による新規開拓事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00080 株式会社すずや 6210001017826 通常枠 蕎麦・海鮮料理店が新たに行う地元食材を使った加工販売を展開 辻　達博

近畿 福井県 大野市 R2182U00081 株式会社東協 1210001010216 通常枠 低コスト、短納期、高性能の新型コンクリートポンプ車の開発 川上　正人

近畿 福井県 坂井市 R2182U00084 株式会社松川レピヤン 3210001007672 通常枠 細幅織ネーム業界初のＳＰＡ業態「ファクトリーブランド・アンテナショップ」展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00093 株式会社住まい工房 6210001001937 通常枠 拡張現実ＡＲ技術を活用した次世代ＤＸ接客型デジタルモデルハウス整備事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00095 株式会社レイホク 8210001010440 通常枠 オーダーメイドキッチンの企画、製造、販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00096 株式会社ニューオサムラ 6210001013825 通常枠 施工業者利用客向けの作業服販売所の設置によるホテルの付加価値向上 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 R2182U00097 竹の子 通常枠 地域特性を考慮した本物志向のカフェへ転換を図り新規顧客層を狙う 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大野市 R2182U00101 株式会社サカエ広告 2210001015404 通常枠 地方の看板製造業の強みを活かしたカーラッピング事業への転換 大野商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00102 株式会社Ｈａｃｏａ 1210002013507 通常枠 ブランド・コンセプトである”木への想い”を生かしたスイーツカフェ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00103 株式会社塚崎誠文堂 1210001011800 通常枠 『作品展示を兼ねたコミュニティ喫茶』の新設 武生商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00105 株式会社ユーロビジョン 8210001012981 通常枠 眼鏡サングラスの開発・商品化・出荷プロセスと多チャネル販売モデルの構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00109 協立生コンクリート株式会社 9210001001050 通常枠 リサイクル材料を最大限使用した高流動リサイクル充填材の製造・販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00114 安田蒲鉾株式会社 9210001004219 通常枠 天婦羅大型万能成型機を導入し生産効率を高め、自社サイトでＤ２Ｃへの全国展開 福井商工会議所

近畿 福井県 大飯郡おおい町 R2182U00116 有限会社岸崎工作所 1210002014174 通常枠 商業施設モデルハウスを活用した古民家リノベーション事業の展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 R2182U00117 株式会社ｈｐｌｕｓ 4210001017555 通常枠 サスティナブルなライフスタイルの提案をおこなう「街のリビング」シェア型ショールームの開設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00118 福井マルダイ食品株式会社 6210001003090 通常枠 １００％グルテンフリーの餃子・焼売で地域の活性化を目指す。 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00121 有限会社銘菓処笑福堂 6210002010739 通常枠 福井初！無人対応の個室ゴルフ場とｅ－ｓｐｏｒｔｓカフェ設立による新規顧客開拓事業 敦賀商工会議所

近畿 福井県 大野市 R2182U00124 横田建設株式会社 7210001009962 通常枠 地域の空き家・空き地を利活用したプライべートヴィラ展開（観光事業への参入） 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00126 新田塚コミュニティ株式会社 3210001002896 通常枠 水泳場を解体し、セルフ型のボディメンテナンス事業への展開 福井商工会議所

近畿 福井県 小浜市 R2182U00130 岸田産業株式会社 7210001013931 通常枠 防災食サブスクサービスの提供及び災害時リアルタイム供給・次世代倉庫管理の体制 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00136 株式会社Ｏ３ｄｉｎｉｎｇ 4210001016747 通常枠 運営者不在で閉業した温泉施設をアウトドア総合レジャー施設へと復活再生 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00137 株式会社宗近 7210001012033 通常枠 老舗製麺所が挑む！新たな麺専門店舗（物販・飲食）開業による新分野展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00141 株式会社華星 1210001017533 通常枠 東尋坊におけるキャンプ場施設設営による経営の多角化 小倉　裕樹

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252S00001 株式会社山本園 6160001005621 緊急事態宣言特別枠 農薬不使用栽培茶園で健幸満喫。『朝宮茶』まるごと体験プロジェクト。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00003 株式会社八日市中央水産 6160001010308 緊急事態宣言特別枠 介護施設・病院への鮮魚提供という新分野への挑戦でＶ字回復を目指す事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00004 ルーチェ鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 女性のためのウィズコロナ・ポストコロナ時代を生き抜く【免疫力を向上させながら行う瘦身サービス】 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00005 株式会社ナチュラルグリット 1160001019080 緊急事態宣言特別枠 特許取得の酵母菌を活用したペット向けサプリメントの開発 株式会社シャイン総研

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00006 有限会社イヤシス 8160002010305 緊急事態宣言特別枠 次世代型セルフ脱毛サロン（完全セルフ含む）の多店舗展開事業 藤居　一彦

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00007 株式会社東近江セレモニー 7160001011775 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で低迷する葬儀業に新たな付加価値の自宅葬で売上拡大を目指す 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252S00008 株式会社カワサキ 2160001010708 緊急事態宣言特別枠 木珠を活用した新商品開発と販路開拓 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00009 伊串工務店株式会社 8160001009703 緊急事態宣言特別枠 コミュニティを生み出す会員制珈琲専門店 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00012 ゆるり処　和み 緊急事態宣言特別枠 高級居酒屋がもてなす゜海鮮焼肉で新ビジネスモデルの再構築 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00013 株式会社凛プラス 7160001016840 緊急事態宣言特別枠 ラウンジと小料理屋をコラボさせた新しい飲食店へのチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00014 いぬと肴 緊急事態宣言特別枠 イタリアンレストランへの新分野展開、他店舗との差別化を図る 税理士法人荻田会計事務所

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00015 有限会社グローバル開発 1160002004858 緊急事態宣言特別枠 地域住民に心と体の健康と憩いの場を提供する新分野展開事業 税理士法人増田会計事務所

近畿 滋賀県 野洲市 R2252S00017 株式会社京滋建設 9160001015741 緊急事態宣言特別枠 最新ＩＣＴ機器の導入による、新たな事業領域への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00021 株式会社かね吉 7160001000456 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍を活用し「近江牛かね吉・老舗の味を」新規通販事業 大津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00022 株式会社ジーテック 6160001022245 緊急事態宣言特別枠 少人数客を対象とした創作焼肉店事業への進出 野﨑　智仁

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 R2252S00023 竜王蒲生野株式会社 2160001011045 緊急事態宣言特別枠 遊休地を活用したボルタリング＆キャンピングによる地域密着型リラクゼーション施設への進出 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00024
株式会社Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃ

ｔ
3160001021357 緊急事態宣言特別枠 テレワークと運動が両方できる施設で健康経営推進の先駆けとなる ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 彦根市 R2252S00025 有限会社清瀧 9160002008075 緊急事態宣言特別枠 老舗旅館によるベジタリアン志向の弁当デリバリー、レストランへの挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252S00026 ます文 緊急事態宣言特別枠 お惣菜テイクアウト事業 奥居長生

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00027 株式会社バイオセラー 1160001020550 緊急事態宣言特別枠 糞尿発酵促進剤による畜産業の糞尿処理の効率化を行い、人と動物の生活環境の改善を行う 小西　修

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00028 株式会社ＯＫＵコーポレーション 6160001021635 緊急事態宣言特別枠 安心・安全・食べ放題！串かつ店からホルモン店へ事業転換 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00029 アルファウェイブ株式会社 5160001010572 緊急事態宣言特別枠 声質のデータ化と矯正、ＳＮＳ投稿戦略の非対面オンラインレッスン 山本　高久

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00031 株式会社おりひめ 5160001006488 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮したＥＶ（電気自動車）で届ける企業向け配食料理サービス事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00032 株式会社かがやくいろ 3160001019938 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋」から新しいジャンル「炭火石窯料理」確立のための転換 伊村　睦男

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00034 トライム 緊急事態宣言特別枠 県内初！レーザー加工によるオリジナルグッズの企画・製作・販売を行う新分野展開 藤　崇之

近畿 滋賀県 守山市 R2252S00038 アズールブルー 緊急事態宣言特別枠 シェアリングで創出する縁が交わる新しい中山道守山 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00041 魚伊楼 緊急事態宣言特別枠 レザークラフトで、世界に一つだけの商品提供による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00047 株式会社エムズ・システムサービス 8160001012533 緊急事態宣言特別枠 非対面で自動受付！新たなパーソナルジムの設立 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 R2252S00048 日本銘生合同会社 2160003001606 緊急事態宣言特別枠 肉屋から虫嫌いでも楽しめるＶＲ技術を活用した貸切ログハウスへ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00050 堀川達 緊急事態宣言特別枠 ミュージシャンから夫婦地元の大津市でカフェ・美容室へ業態転換 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00051 有限会社タカノ電気 1160002010253 緊急事態宣言特別枠 ドローン技術によるスマート農業の提案でポストコロナ時代へ挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 R2252S00055 株式会社カルゲン関西 3160001015565 緊急事態宣言特別枠 カルゲン肥料を使った、農作物と栽培ノウハウ等の販売によるＰＲ 滋賀県商工会連合会
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近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00061 株式会社京岩神前殿 1160001006566 緊急事態宣言特別枠 非対面無人化脱毛エステサロン 株式会社マックコンサルタンツ

近畿 滋賀県 湖南市 R2252S00062 株式会社メルプ 3160001020879 緊急事態宣言特別枠 男性ビジネスマン専門セルフエステ・セルフスーツ店事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00004 吉田電機空調株式会社 3160001016431 通常枠 移動式エステサロン導入による介護エステへの新たなチャレンジ 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 R2252U00005 扶二工業株式会社 9160001015683 通常枠 設備・現場に合った安全カバーの開発・製造による受注生産から提案営業への展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00008 株式会社洗心寮 7160001001132 通常枠 遊休スペースを活用した高級食パン・和スイーツでコロナ禍を乗り越える事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00009 真郷精機株式会社 1160001004462 通常枠 保有する切削加工技術を活用した、カスタマイズ開発の包装用シール製品への新事業展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00016 アルピナＢＩ株式会社 5160001019077 通常枠 魚沼ガーデン（マウンテンアウトドア体験施設）の建設 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00024 サンレイ・フーズ 通常枠 コロナ禍で苦しむ飲食店に向けたキッチンカー参入への支援事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00026 株式会社ＰＩＳＴ 1160001015014 通常枠 サブスクリプション制のセルフエステ＆女性専用ジム事業への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00027 有限会社山本製作所 2160002002522 通常枠 再生医療分野向けマシン製作に取組み事業を再構築し日本の競争力向上に寄与する 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00028 株式会社トレーディア 7160001016320 通常枠 滋賀県初の分子料理レストラン及びスポーツ施設運営への挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00029 株式会社トシプラ 9160001010073 通常枠 高機能樹脂を使ったハンドホール用継手による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 R2252U00030 ファステストダイニング株式会社 9160001006138 通常枠 ファストフード店事業を経営の新たな柱とする事業再構築の取り組み 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00031 澤染工有限会社 4160002009581 通常枠 麻糸特殊コーティング技術の確立による業態転換の達成 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00032 ココー 通常枠 成長産業である環境・再エネ分野への展開に向けた金属加工製品製造体制強化計画 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 R2252U00036 株式会社ナガハシ 6160001010101 通常枠 移動式クレーンによる場所を選ばないレッカー車架装事業 依田　忠

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00042 有限会社ハリカ永源寺店 2160002009781 通常枠 大型葬儀事業から需要が増加する小型葬儀事業にチャレンジする取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00044 株式会社エヌイーエフ 8160001012673 通常枠 日本初！「ｅスポーツ実業団リーグ発足」による新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00048 楽入陶房・壺中庵 通常枠 １日１組限定　信楽で本格的茶道ができる体験プラン付宿泊事業 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00050 株式会社井保水産 5160001021652 通常枠 急激に拡大するおせち市場向けのおせち重新分野への展開 田畑　一佳

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00052 株式会社石鋳テクノ 7160001008061 通常枠 ポストコロナに向けた非対面・非接触に不可欠な協働ロボット事業への新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00053 株式会社ＭＳハウス 5160001014581 通常枠 女性専用「安息の地」を提供するコインランドリー事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00055 株式会社徳山 4160001018781 通常枠 地元食材を使用する和食発酵料理店での物販向け高保存性加工食品の生産販売展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00057 近畿環境保全株式会社 6160001012758 通常枠 従来の顧客とのつながり、既存のトラックや物流ルートを利用した新たなリユース事業の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00058 株式会社箱館山 5160001022452 通常枠 展示・見学型施設から、体験型アウトドアパークへの新分野展開 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00060 中尾木材工業株式会社 1160001007597 通常枠 びわ湖沿い自社所有の土地を活用し新分野展開でグランピング事業に挑戦！ 坂東　不可止

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00062 株式会社田村製作所 8160001012962 通常枠 高精度、ＩｏＴ化等による半導体製造装置用部品製造の本格参入 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00065 ひだまり整骨院 通常枠 コロナ禍に安心安全なプライベートサロン展開による売上回復事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 R2252U00067 株式会社クエスト 8160002005858 通常枠 新聞・乳製品戸別宅配網を活かし高級パン製造小売りへ進出 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00069 株式会社タニモト 7160001013482 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、医療機器産業へ進出 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 R2252U00070 藤居本家 通常枠 酒蔵の魅力と滋賀県産食材にこだわった料理提供による事業再構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00075 株式会社サーノシマモト 9160001005296 通常枠 調剤薬局と美容エステ事業の融合によるＶ字回復計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 R2252U00076 株式会社アローテック 9160001022358 通常枠 新工場設立による半導体装置部品メーカーへの転換 島吉　正人

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00077 轡製缶株式会社 6160001007733 通常枠 リサイクルセンター向けコンベア製造に新規参入し、地球環境問題の改善に寄与する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00080 株式会社ニシイ 7160001001545 通常枠 高級食材近江牛をリーズナブルな価格のハンバーグで提供する事業 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00081 有限会社本郷工業 4160002001687 通常枠 ソーラーエネルギー自家消費型オフィスによる熱帯植物加工システム開発事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00090 和楽ＤＩＮＩＮＧ忍 通常枠 オリジナルサンドパン・地元特産品等を使用したテイクアウト販売 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00093 株式会社とらわか 4160001010862 通常枠 米屋の選べるごはんと地元具材を組み合わせたオーダーおにぎり 近江八幡商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00095 株式会社ｎａｄｅｓｈｉｃｏ 1160001009635 通常枠 リモートワーク需要に応えた新サービス提供による事業再構築計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00097 株式会社コバヤシ化成 5160001011505 通常枠 現業製造業の他に観光農園事業に進出し、企業全体の売上を安定化する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00098 株式会社テクノチュウコウ 2160001018503 通常枠 新分野進出に向けた薄板加工に対応する生産体制による構造転換計画 株式会社エフアンドエム

近畿 滋賀県 野洲市 R2252U00101 株式会社沙羅 9160001016426 通常枠 「生から焼きあげる本格炭火焼うなぎ専門店」のフランチャイズビジネス展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00104 有限会社イワキプランニング 4160002011728 通常枠 レジャー向け自動車販売修理事業 しんわ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00105 株式会社宮川工業 4160001018138 通常枠 全自動溶接機の導入による食品・医療業界への進出 鯉淵　拓真

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00107 株式会社伊吹機械 2160001007200 通常枠 自動車業界のプレス金型製造から修理事業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00116 株式会社和田工作所 9160001013638 通常枠 ポストコロナに求められるアート左官製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 滋賀県 米原市 R2252U00121 有限会社富茂登 7160002006915 通常枠 滋賀県の地域資源を使用した新幹線駅から徒歩３分の焼肉店 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00122 株式会社ジャパンオプティカル 6160001012881 通常枠 新アイウェアブランド設立事業計画 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00123 株式会社日本技商 7160001016527 通常枠 工作機械分野の切削加工と金属溶射で、リユースとＩＯＴ化に資する事業 株式会社あけぼの経営

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00126 株式会社みつや 4160001016942 通常枠 働く世代を支える！布団コンシェルジュ付きコインランドリー事業 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00131 有限会社森野ビル 3160002007074 通常枠 ＮＡＧＡＨＡＭＡ　ライフスタイルグランピング 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00135 株式会社ニューリー・土山 5160001005317 通常枠 地場中小製造業への困り事解決システム提供による人手不足解消事業 中谷　健太

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 R2252U00139 有限会社エム運輸サービス 1160002008974 通常枠 観光バス事業から、地球温暖化によるニーズが高まる定温倉庫事業への進出 川島　康史

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00140 株式会社寅吉商店 4160001010268 通常枠 水平リサイクルの確立により金属資源の循環型社会を目指す 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00141 有限会社八日市機工 5160002009944 通常枠 アフターコロナにおけるＶ字回復を狙った、５軸加工機新規導入による新市場開拓 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00143 角田鉄工株式会社 7160001008391 通常枠 水道業界の耐震化技術を継承した工業用バルブによる新分野展開 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00144 咲蔵商事株式会社 5160001018855 通常枠 日本料理店からテイクアウト併営焼肉店の新規出店による新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00146 株式会社大鳥居製作所 5160001000326 通常枠 銅、真鍮の高精度加工による医療画像分析装置部品への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00148 川島酒造株式会社 5160001011851 通常枠 高島ブランドの純日本産高級ウイスキー製造及び販売事業 株式会社滋賀銀行
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近畿 滋賀県 高島市 R2252U00149 興亜繊維工業株式会社 8160001011898 通常枠 自動車用ゴム資材・産業用繊維加工業者から、趣味やスポーツ分野の機能繊維製造業者への大転身 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00152 株式会社ｃａｒｍｅｌ　ｃｏｍｐａｎｙ 9160001019148 通常枠 ボートエンジン等修理メンテナンス事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 米原市 R2252U00158 ｊｉ－ｍｏ　ｄｅｓｉｇｎ 通常枠 旧宿場町ゲストハウス＋農家体験のグリーンツーリズム事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00162 日本料理　魚繁大王殿 通常枠 嚥下障害者に対応した「ハレの日」会食のための店舗改装及び商品開発事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00164 ＳＨＩＮ 通常枠 ゲストハウスからコンセプト型シェアハウスへの転換 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00172 株式会社紅鮎 3160001007307 通常枠 「滋賀を旅する」を食べる。～地域産品と旅館のノウハウで食のサブスクによる地域のファン創造事業～ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00176 エクスピーエナジー合同会社 9160003001459 通常枠 先端的ロールモデル建築による「青空Ｐ－ＤＥＲ事業」の地域拡散事業 一般社団法人エナジーセーブデザイン協会

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00178 株式会社Ｗａｌｌａｂｙ 9160001018653 通常枠 酒蔵空間を「スイーツストリート」として再開発し回遊型地域創生の実現を目指す 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00185 株式会社大長 2160001010385 通常枠 サスティナブルに特化したオリジナルブランド商品の販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00191 株式会社ＦＴＩ 6160001011339 通常枠 Ｉｎｓｐｉｒｅ　ｔｈｅ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　想像できることは、実現できる 税理士法人ＦＩＡ

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00192 湖香六根 通常枠 「近江の文化を紡ぐ」体験型宿泊事業計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00196 株式会社オルトテック 6130001056444 通常枠 砂利原材料卸売業による砂利製造業への進出 株式会社デジタルスタイル

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00197 有限会社寺田 3160002009104 通常枠 コロナ禍で新規参入が進むバルブ業界から医療機器業界への新展開を図る 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00199 株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 9160001018067 通常枠 イメージだけでＯＫ！建築士がサポートするＤＩＹものづくり工房 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 京都府 京都市西京区 R2262G00001 アイ・ピース株式会社 3011601020440 卒業枠 人々が自分の細胞を作製・保有し、当然のように細胞医療で病気・けがを克服する未来を実現 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00002 富宏染工株式会社 2130001021831 緊急事態宣言特別枠 Ｄ２Ｃ（ＥＣシステム構築と物作りの現場体験）で日常着物販売 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00004 アート・ユニ 緊急事態宣言特別枠 新たな染色技法（墨流し）獲得のための設備導入戦略 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00007 増田酒店 緊急事態宣言特別枠 街の酒屋の強みを活かした飲食店新開業による酒類需要の拡大事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00008 未生流笹岡家元 緊急事態宣言特別枠 空き教室等を活用したアート思考を培う「会員制ワークスペース」の運営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00010 有限会社櫻井モータース商会 3130002016383 緊急事態宣言特別枠 カレーパンのキッチンカーでの販売並びに、自社成功事例をモデル化した、キッチンカーのパッケージ販売。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00013 エール 緊急事態宣言特別枠 フレンチレストランが届ける「記念日の喜び」ＥＣ販売事業 大城　真樹

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00014 株式会社ゆば庄 1130001011981 緊急事態宣言特別枠 豆乳の新しいライフスタイル提案のための商品開発及び新規マーケット参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00015 針小路接骨院 緊急事態宣言特別枠 テレワークによる不調解消のため柔道整復師によるジムの開業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00017 有限会社エムジーフーズ 1130002015833 緊急事態宣言特別枠 多業種専門料理を集結した、ここでしか買えないテイクアウト専門店 かなえ経営株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00018 Ｏｄａｓｈｉ　＆　ｗｈｅａｔ　ｉｓａｏ 緊急事態宣言特別枠 出汁と国産小麦に光を！－生ダシと生パスタがある日常をご家庭に－ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00020 株式会社響映 8130001006224 緊急事態宣言特別枠 設備設計・施工・保守管理等に関するシステム工事事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262S00021 株式会社智光 7130001032832 緊急事態宣言特別枠 自社工場設立で高品質オリジナル雑貨の小ロットＯＥＭ製造事業への新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00023 アボワールインターナショナル株式会社 6130001059208 緊急事態宣言特別枠 日本初の国産乳癌用シリコンパッド新規取扱と付随する事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 R2262S00024 株式会社ＴＯＵ－ＥＮ 9150002004513 緊急事態宣言特別枠 「エイジングケアサロン」（健康と美容と癒しのサロン）店舗の運営 西山　英志

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00025 千丸屋京湯葉株式会社 4130001021318 緊急事態宣言特別枠 乾燥おからパウダーにおける新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00027 株式会社金市商店 1130001020306 緊急事態宣言特別枠 個包装純粋ハチミツの製造による、デリバリー等業務利用への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00029 株式会社みの綜合技術事務所 6130002015052 緊急事態宣言特別枠 既設インフラの維持管理事業 井元　喜一

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00030 だいまるしょうゆ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ社会を見据えた身体の内と外両側面からの美容の総合プロデュース事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00031 カフェハルディン 緊急事態宣言特別枠 体験型石窯レストラン事業による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00032 有限会社トラビュー観光 7130002010069 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ連携観光カードで地元の企業と観光地を結ぶ新分野展開事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00033 京都セレクト株式会社 1130001049196 緊急事態宣言特別枠 貨物運送業から足場組立業への多角化計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00034 株式会社クレバー 7130001025233 緊急事態宣言特別枠 「カフェｄｅ住まい相談」の新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00035 株式会社そうへえ 1130001066043 緊急事態宣言特別枠 呉服屋が築１００年超の京町家を改装した写真スタジオをオープン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00036 株式会社サンエイ 3130001012739 緊急事態宣言特別枠 紙器製造ノウハウを活用した高級チョコレート用パッケージへの挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00037 株式会社ミノウチ写真印刷所 3130001022770 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢサイトを活用した個人向けオリジナル卒業アルバムの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 向日市 R2262S00042 株式会社香月庵 1130002025601 緊急事態宣言特別枠 高級筍スイーツと鮮度の高いコーヒー豆の非接触型販売の新展開 西村　剛史

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00043 株式会社Ｎｅｃｕｓｔｏ 4130001052362 緊急事態宣言特別枠 オンライン旅行会社への転換による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00046 株式会社Ｙ．Ｓ　ｒｏｕｔｅ 5130001056395 緊急事態宣言特別枠 クレープのテイクアウト事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00048 白井啓督 緊急事態宣言特別枠 高音質・高画質音楽をメインとしたライブ配信スタジオ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00049 株式会社西富家 1130001021997 緊急事態宣言特別枠 創業１５０年の老舗旅館の挑戦！ワーケーション対応への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00053 株式会社ＣＡＥＬＵＭ 7130001066483 緊急事態宣言特別枠 嵐山発！家庭内需要に対する七福神プリンのＥＣ販売による新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00054 株式会社おもれい 6130001047369 緊急事態宣言特別枠 進学事業から「アパレル×進学」の小売業の実店舗運営に向けた新規プロジェクト 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00060 燈織屋 緊急事態宣言特別枠 顧客のパーソナルに合わせた新たな和裁教室事業立ち上げへの挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00062 健康和惣菜ながいきおまめ 緊急事態宣言特別枠 クックチル調理品を利用した安心安全で効率的な料理代行サービス 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00065 ｋｌｅｒｓ合同会社 9130003005140 緊急事態宣言特別枠 ｋｌｅｒｓ太陽光発電設備の精密点検サービス事業計画 德元　利貴

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00067 株式会社スターチス 4130001050812 緊急事態宣言特別枠 「少子高齢化２０４０年問題」における福祉業界課題解決に向けて「在宅サービス」特化型の新規事業開拓 高野　敬太朗

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00068 ハーブキャンディ 緊急事態宣言特別枠 地域交流及びチャレンジスペース貸出事業への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00069 株式会社森祥化粧合板 1130001011874 緊急事態宣言特別枠 地域産木材を使った新製品開発及び自社ＨＰ・ＥＣサイト構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00070 株式会社京味食品 7130001048762 緊急事態宣言特別枠 「祇園のおはぎ」店の事業継承による食品卸売から小売への転換。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00071 ミルキーダック株式会社 3130001060465 緊急事態宣言特別枠 １個からオーダーメイド商品が作れる「オーダーメイドプリント」 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00073 社寺建築苦瓜 緊急事態宣言特別枠 建築から地域の職人と住職で挑む木と技術の体験循環ビジネス 株式会社ＡＮＥＭＯＳ

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00074 株式会社三英金属 9130002024760 緊急事態宣言特別枠 女性職人の感性を活かした　ＷＥＢオーダーメイド金属製家具の販売 税理士法人イデア

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00077 有限会社石橋塗装工業 5130002034128 緊急事態宣言特別枠 多機能型物流拠点の運営 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262S00078 江笠建材株式会社 7130001040620 緊急事態宣言特別枠 建設会社の新分野展開！安心求め、健康志向が集まる惣菜店事業 京都府商工会連合会
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近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00080 株式会社関崎 7130001017750 緊急事態宣言特別枠 京都の伝統技法を用いて、日本に灯りをともす。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00081 トラットリア　ラ・ヴォーチェ 緊急事態宣言特別枠 「催事・通販・テイクアウト」の３本の矢による本場イタリアンの提供 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00083 株式会社コンセプトデザインラボ 3130001062668 緊急事態宣言特別枠 障害者向けユニバーサルデザイン対応店舗情報ポータルサイト事業 仲井　早苗

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00085 真田ダンスワールド 緊急事態宣言特別枠 ダンスパワーで、コロナ後の地域の健康・元気・交流の拠点づくり 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 福知山市 R2262S00086 有限会社山城屋茶舗 5130002032916 緊急事態宣言特別枠 お茶と旅する福知山！城を見ながら地元の日本茶を楽しめるカフェ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00087 有限会社アッズ・クー 5130002013156 緊急事態宣言特別枠 うどん・丼専門店とＫＡＯ－ＰＡＳＳシステムによる事業再構築 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00088 株式会社輪奈織 4130001031151 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナに対応する観光地でのオリジナルソフトクリーム販売計画 亀岡商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00089 京都甲胄株式会社 2130001013614 緊急事態宣言特別枠 美術甲冑や甲冑関連商品を新規市場に展開する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00090 和旬゛ 緊急事態宣言特別枠 百貨店からご提供！コロナ禍でも味わえる本場の京割烹料理 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00091 株式会社京色 3130001028553 緊急事態宣言特別枠 美山酒蔵併設グランピング計画 京都信用金庫

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 R2262S00092 有限会社マリンベビー 3130002024964 緊急事態宣言特別枠 地域活性化！福祉美容サービスと強みを活かした着物販売事業の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00093 株式会社宮本屋 4130001035838 緊急事態宣言特別枠 高級志向のツアー観光客向け「亀岡牛焼肉・直送海鮮バーベキュー」 ＫＡＮＳＡＩ税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00094 有限会社加藤商店 6130002002199 緊急事態宣言特別枠 味噌サロン・・手作りみそ製造所が直営する蔵付き酵母たっぷり体験型講座と味噌、発酵の交流会 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00096 素直な力株式会社 4011001073055 緊急事態宣言特別枠 国内外で使用できる糀入シャンプー・ボディーソープ開発と卸販売 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00098 株式会社大滝工務店 4130001043287 緊急事態宣言特別枠 オフィスリノベーション事業の社員が元気になるスペースの提供 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00099 浅見株式会社 6130001019673 緊急事態宣言特別枠 呉服屋が提案する、和のくらしを楽しめるキャンプ場作り 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 R2262S00100 株式会社オオイコーポレーション 3130001038684 緊急事態宣言特別枠 店舗統合で経営改善し非接触型持帰りオーダースイーツ店へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00101 ＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 観光✕音楽で世界交流　祇園にナイトタイムカルチャーの拠点誕生 岩崎　弘之

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00103 株式会社ナム・フーズ 6130001029466 緊急事態宣言特別枠 本場韓国の味を自宅で楽しめる！簡単で美味しい韓国料理を提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00105 株式会社アイビス 2130001063989 緊急事態宣言特別枠 みんな大好きクレープのキッチンカー事業・プロジェクト始動！ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00106 ｐｌａｎｎｉｎｇ　ＤＯＰ 緊急事態宣言特別枠 オンラインサービスとフードデリバリーへの事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00107 有限会社プロデュースマツモト 5130002021373 緊急事態宣言特別枠 【業界初！ヴァイオリンでリトミック】リズムメロディ音楽院開校 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00109 ガーネッシュ 緊急事態宣言特別枠 物販事業進出に伴う管理プログラムの新規構築・機材整備 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00110 千成食堂 緊急事態宣言特別枠 韓国語を学びたい人が気軽に集まる韓国すぎる空間～ふらっと立ち寄る実践型レッスン～ 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00111 株式会社サン・グリーン 7130001014541 緊急事態宣言特別枠 安心な安全な「おでかけスポーツ」事業で子供たちに笑顔と健康を！ 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00113 株式会社日本の窓 3130001029733 緊急事態宣言特別枠 旅行業×小売業：オンライン・クラフトツーリズム＋越境ＥＣ工芸品販売 京都商工会議所

近畿 京都府 向日市 R2262S00114 Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ　Ｗｏｒｋｓ 緊急事態宣言特別枠 音楽×撮影×配信　完全対応型の多目的スタジオへの業種転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00116 株式会社アウルコーポレーション 3130001042851 緊急事態宣言特別枠 「佳松苑」ブランドを生かした食品製造・販売事業の新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00117 株式会社丹友商事 8130001040545 緊急事態宣言特別枠 宮津天橋立の旬の海の幸・山の幸（ジビエ料理）を提供する網焼き焼肉店の出店 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00118 あずきの里株式会社 4130001062626 緊急事態宣言特別枠 冷凍おせち料理販売による新たな商材分野への参入 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00119 株式会社なごみの輪 1130001036491 緊急事態宣言特別枠 京町屋を活用した飲食業創業者、廃業者を支援するシェアキッチン、シェアスペース事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00120 東華菜館 緊急事態宣言特別枠 東華菜館　コロナ克服プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00121 ホテル　京の森有隣舎 緊急事態宣言特別枠 新規天然酵母パンのテイクアウト及び移動販売による販売拡大事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00122 株式会社ヱビスデザイン 4130001037660 緊急事態宣言特別枠 歴史情緒あふれる通りで週に１度のプレミアムＢＡＲ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00124 リラクゼーション楽種 緊急事態宣言特別枠 非接触に対応したマシンによるウェルネス事業の新規展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00125 ランチ！アーキテクツ 緊急事態宣言特別枠 京都の空き家と観光資源を活用したワーケーション事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 城陽市 R2262S00126 株式会社ｉｃｈｉ－ｄ 6130001063696 緊急事態宣言特別枠 二次元グラフィックから３ＤＣＧの販促動画へ、主力事業の転換 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00127 株式会社中川紙宗 1130001018267 緊急事態宣言特別枠 新規素材製品製造・販売のための設備投資計画 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00128 株式会社ディオーネ 9130001045741 緊急事態宣言特別枠 一流プログラマー育成を狙うプログラミング教室経営への新分野展開 森井　義英

近畿 京都府 綾部市 R2262S00129 イタリアンレストラン＆ウェディング　オズ 緊急事態宣言特別枠 結婚披露宴中心のレストランから本格ピッツェリアへの業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00131 株式会社ちもと 3130001018050 緊急事態宣言特別枠 創業来初の川床ランチ　街に『いながらリゾート』実現　商品販売展開 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00132 京庭なる井 緊急事態宣言特別枠 空間デザインへの事業展開と海外市場進出にむけた環境整備 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00135 有限会社ひろせ 6130002002843 緊急事態宣言特別枠 ワンタッチ式着物の新商品レンタルとサブスクリプション海外展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 R2262S00136 株式会社グローバルライン 5130001048987 緊急事態宣言特別枠 世界中の珍しい生き物を展示した昆虫館の運営事業 髙司　浩史

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00137 アートランダム 緊急事態宣言特別枠 グローバル芸術エンターテインメントデジタルコンテンツ制作・発信事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00138 ビートルＭＯＭＯ 緊急事態宣言特別枠 人気レコードバーが手掛ける京野菜弁当と、デザートのテイクアウト事業 増田　考邦

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00139 有限会社あんじ 5130002023972 緊急事態宣言特別枠 流通に乗りにくい湖魚やジビエを活用したＥＣ販売市場への新規参入 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00140 株式会社大塚 3130001020130 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズム（近場を楽しむ）向け小規模ガラス工房の運営 吾郷　泰佑

近畿 京都府 綴喜郡井手町 R2262S00141 まる羽酒店 緊急事態宣言特別枠 音楽のちからで地域を明るくする高齢者カフェ事業 奈良県商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00143 タスナナデザイン 緊急事態宣言特別枠 地元京丹後の果物を使った移動販売による業種転換 北條　達人

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00144 アサヒ氷業有限会社 5130002015524 緊急事態宣言特別枠 創業９０年以上の老舗氷商が新たに始めるＢｔｏＣビジネス　かき氷店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00145 ディティール 緊急事態宣言特別枠 インターネットを活用したオリジナル商品及び美容技術動画の販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 R2262S00146 東洋鍼灸とぉとぅみ 緊急事態宣言特別枠 既存事業の遊休資産を活用したレンタルスペースの運用開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00147 株式会社ｍｉｎｉｍｕｍｕ 6130001062285 緊急事態宣言特別枠 安心安全な冷凍調理食品製造業の事業化 辻？　貞旨

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00148 株式会社１ｓｔ７ 5130001053979 緊急事態宣言特別枠 注目技術であるデントリペアを軸とした自動車整備業への業態転換への対応 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00150 運動遊びクラブスイッチ 緊急事態宣言特別枠 高齢女性向けパーソナルフィットネス＆リラクゼーションサロン事業 税理士法人西田会計事務所

近畿 京都府 宇治市 R2262S00152 株式会社京煎堂 3130001032539 緊急事態宣言特別枠 仮想店舗による接客体験の新規サービス 北村　建児

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00155 株式会社Ｑｅ　ｔｏ　Ｈａｒｅ 9130001065095 緊急事態宣言特別枠 地元有機野菜の加工食品をオンライン販売する　食のＤｔｏＣブランド構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00156 株式会社快縁 9130001045601 緊急事態宣言特別枠 ドレスの目利きが縮毛専門美容室を開設、見た目から自信を後押し 金井　崇憲
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近畿 京都府 綾部市 R2262S00157 有限会社ふしみや 6130002033459 緊急事態宣言特別枠 丹波茶屋ゆらりでの高級焼肉の提供による新たな顧客層の創出 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00158 株式会社田なか 6130001061650 緊急事態宣言特別枠 昆布専門店が展開する「ご馳走フィナンシェ」の販売 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00161 株式会社ＳＤＨ 7130001062334 緊急事態宣言特別枠 国境を越えた「かわいい」で、日本の若者に新しい京都／関西を発信 金井　崇憲

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00162 株式会社７＆Ｍ 7130001056492 緊急事態宣言特別枠 ラーメンスープの代行サービスを提供することによる増収計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00163 株式会社藤木友禅型製作所 8130001001761 緊急事態宣言特別枠 保有デザインを活用した低コスト生地の多品種小ロットＥＣ展開による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 R2262S00164 上田コンサルティング合同会社 9130003004753 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での増収増益を目的とした宿泊業からサービス業への業態転換 種村智子

近畿 京都府 八幡市 R2262S00165 株式会社ルシール 4130001053484 緊急事態宣言特別枠 お寺のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）事業 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00167 有限会社ビビッドミヤモト 6130002018550 緊急事態宣言特別枠 新規化粧品原料“ナールスゲン”を使用した化粧品製造販売事業への業種転換計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00168 有限会社シヤボン 7130002005457 緊急事態宣言特別枠 美容室と連携した地域密着型ギャラリーへの進出 白井　皓大

近畿 京都府 宇治市 R2262S00169 有限会社ゲインネットワークサポート 6130002028120 緊急事態宣言特別枠 おいでよ！集まれ！美しい浜辺へ！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00171 すえひろ 緊急事態宣言特別枠 地元無農薬米とカロリー０の希少糖を使用したライスミルクジェラートによる新分野展開 宮津商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00172 株式会社イワサキ 2130001000232 緊急事態宣言特別枠 Ｄ２Ｃに向けた「中小企業のブランド化」をサポートする情報発信サービス業への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00173 株式会社イー・ヴィ・ピー 4130001060778 緊急事態宣言特別枠 介護士を目指す外国人向けオンラインスクールの創業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00175 ホルモン焼肉たか家 緊急事態宣言特別枠 ホルモン焼肉たか家バーチャルレストラン出店による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00176 有限会社タイムプロデュース 8130002014218 緊急事態宣言特別枠 伝統的な京料理店舗を活かした、非接触型物販店とＥＣによる全国販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00178 株式会社美クリエーション 2130001053445 緊急事態宣言特別枠
誰でもフレームセラピーをベースにしたテクニックを簡単に習得できるオンライン講座「タッチファミリーケア」開

設事業
京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00179 株式会社はうすくりーにんぐＯｈａｎａ 3130001065142 緊急事態宣言特別枠 「小ロット高回転のリネンサプライで業種転換、『四方よし』を実現」 岩崎　弘之

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00181 有限会社スタジオコーゾ 1130002016617 緊急事態宣言特別枠 ＬＧＢＴのようなマイノリティの人の為にも優しい写真スタジオ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00183 株式会社尾﨑製作所 6130001059348 緊急事態宣言特別枠 新たな加工領域への進出による総合金属加工業者への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00185 秀和株式会社 7130001006588 緊急事態宣言特別枠 オムニチャネル化の実現による実店舗とＥＣサイトの売上最大化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00187 株式会社Ｈｏｍｅ　Ｇｒｏｕｐ 5130001051306 緊急事態宣言特別枠 地域事業者とコラボした京都食品ＥＣ事業の立ち上げと、少人数向け店舗への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 京都府 宇治市 R2262S00190 ネイルエンウ‘‘ィ 緊急事態宣言特別枠 新分野展開となる高性能業務用エステ機器の導入によるエステ事業への新規参入 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00191 株式会社シルバーバックｗｅｎｚｉ 7130001047491 緊急事態宣言特別枠 とんかつ店が手掛けるこだわりのテイクアウト商品と冷凍商品の販売事業 薩美　桂太

近畿 京都府 宇治市 R2262S00193 株式会社京都物流運輸 2130001032556 緊急事態宣言特別枠 新規物流センター倉庫事業による新分野展開計画 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00194 株式会社なる屋 9130001063636 緊急事態宣言特別枠 プロトン凍結機とスチームコンベクションを活用した自宅で和食フルコース提供事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00197 株式会社エソラホーム 4130001059762 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを活用した光脱毛による完全プライベート脱毛サロンへの転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00198 株式会社京あかし 5130001029640 緊急事態宣言特別枠 遠隔会議システムと組み合わせたステーキハウスの新規事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00199 株式会社ＦＵＫＵＭＩ　ＳＨＩＭＵＲＡ 1130001023762 緊急事態宣言特別枠 人間国宝の機織りの技と思想を自宅で学ぶオンライン染織・文化教室 田島　　寛司

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00200 一般社団法人Ｒｉｐｐｌｉｎｇ紫竹 6130005015826 緊急事態宣言特別枠 メンタルヘルス改善に向けたコーチング事業の展開 サン共同税理士法人

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00201 カーズ 緊急事態宣言特別枠 若狭湾に臨む京都由良川河口で、セルフレクチャー型キャンプ場の開設 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00202 林ホルン教室 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢレッスンから、スマホ撮影の動画を活用した１対１の楽器レッスン事業 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00203 株式会社ますや旅館 6130001007315 緊急事態宣言特別枠 未来のアスリートを応援！！「熱盛アスリート弁当」宅配サービス 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00204 株式会社リトルコンシェル 6120001192694 緊急事態宣言特別枠 旅行会社が行うサブスクリプション（レンタル）キャンプによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00207 総合袋物製造卸　折井工芸 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の需要平準化社会において、顧客にとってのオンリーワン製造業に挑戦。 税理士法人洛

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00209 株式会社プレゼント 6130001046065 緊急事態宣言特別枠 食パン製造販売の新規参入に向けた事業再構築計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00211 株式会社もり 5130001002052 緊急事態宣言特別枠 京都の日本酒の販売と観光需要依存からの脱却のためにライブコマースを用いた販売チャネル構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00212 京料理　いっぷく亭 緊急事態宣言特別枠 小人数観光客へのドライブスルーによる京都産蕎麦料理の販売 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00213 有限会社ピーアンドビー 6130002018336 緊急事態宣言特別枠 教育旅行特化型位置情報アプリ活用による事業展開 川西　英之

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00214 山川製陶所 緊急事態宣言特別枠 陶芸伝統工芸士が開発した特許技術で日本の文化を変える事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00216 有限会社らくちん 5130002022652 緊急事態宣言特別枠 らくちん再生プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00217 株式会社セノオ 8130001014846 緊急事態宣言特別枠 絶縁紙加工事業における新裁断機導入による薄紙タイプ絶縁紙加工への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00218 株式会社ＫＡＷＡＫＡＴＳＵ 8130001057845 緊急事態宣言特別枠 食の京都　復活プロジェクト 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00219 株式会社小林商店 6130001043194 緊急事態宣言特別枠 自転車をこよなく愛す呉服屋の「タンイチ」発信、民泊事業の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00221 炭火串焼　灯志 緊急事態宣言特別枠 炭火串焼灯志が灯す京地どりと食材廃棄の明るい未来 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00223 株式会社山京商事 3130001015931 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き店開業によるテイクアウト・デリバリー需要の取り込み 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00224 有限会社神戸開花亭 8130002008731 緊急事態宣言特別枠 開花亭新プロジェクト 木田　稔

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00225 株式会社リーチ 9130001028176 緊急事態宣言特別枠 メディカルフィットネスクラブのオンライン化プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00227 ティーエスアイ株式会社 7130001062292 緊急事態宣言特別枠 クロスボーダーＭ＆Ａ・資本提携アドバイザリー事業のＤＸ推進 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00228 株式会社アーキ・ヴォイス 5130001026547 緊急事態宣言特別枠 オンラインシステム導入による通学型外国語スクールの事業転換 杉田　良和

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00230 株式会社はなみち 1140001107531 緊急事態宣言特別枠 京らく製あん所ブランド開発及び阪急うめだ本店出店事業 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00231 ＫＹＯＴＯ’ｓ　３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 7130001061492 緊急事態宣言特別枠 ＸＲ技術によるオンライン観光・学習デジタルコンテンツサービスでの事業再構築 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 R2262S00232 晴耕雨読 通常枠 石臼挽き全粒粉を使った、有機野菜と京のもち豚の冷凍餃子を自販機で販売 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00233 サロンリータ 緊急事態宣言特別枠 まつエクサロンからトータルビューティーサロンへの転換と取組み ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00234 株式会社スタッコ 8130001044315 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けサブスクリプションプラットフォームシステムの開発 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00235 株式会社インター・ビュー 3130001047330 緊急事態宣言特別枠 クラウド型採用ページ構築システム販売ならびに採用広報コンサル 京都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00236 有限会社谷口商店 1130002032110 緊急事態宣言特別枠 地域の組織力を活かした家庭で楽しむ地域食材の食生活提案ビジネスへの業務転換 宮津商工会議所

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 R2262S00237 アイデル株式会社 9130001036484 緊急事態宣言特別枠 産業用装置製造技術を応用した鉄製雑貨・家具等製造販売への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00240 里久株式会社 5130001054795 緊急事態宣言特別枠 アパレル事業からジビエ食肉利用による、飲食店への新事業展開 京都府商工会連合会
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近畿 京都府 京田辺市 R2262S00241 株式会社オクダ・コーポレーション 6130001039639 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に向けたダンボール用抗菌剤の事業化戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00242 レストこのしろ 緊急事態宣言特別枠 馬との暮らしの中で、生きる力を育む教育牧場作り。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00243 有限会社瓢樹 4130002010179 緊急事態宣言特別枠 懐石瓢樹三条本店テイクアウト・仕出し専門店再構築計画 小田圭介

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00244 株式会社コムライズ 7130001055156 緊急事態宣言特別枠 医療／福祉業界の新卒求人に特化した、低額成功報酬型採用メディア事業への新展開 西村　剛史

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00245 文化・芸術体験ＣＡＲＥＮ株式会社 8130001065113 緊急事態宣言特別枠 地域の文化資源を活用した企業向け支援ビジネス「多言語日本文化研修プログラム」 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00247 株式会社佳久 7130001036536 緊急事態宣言特別枠 京都を楽しむ大人のお稽古事イベント事業とテイクアウト事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00248 ごん太 緊急事態宣言特別枠 ごん太の宅食 税理士法人森事務所

近畿 京都府 城陽市 R2262S00249 株式会社陽向 3130001065596 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン及びキッチンカーによるローストビーフ丼展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00250 株式会社京都建設センター 1130001005728 緊急事態宣言特別枠
屋上での「招待制フリースタイルカフェ」＆「アウトドア小規模ウェディング」としてのＳＮＳ映えレンタル

スペース事業計画
京都中央信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 R2262S00251 舟屋の宿　蔵 緊急事態宣言特別枠 伊根の舟屋　蔵　特製“伊根の舟屋干し”及び特製“伊根の舟屋の燻製”の通販市場への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00252 株式会社スマイルハンター 5130001059398 緊急事態宣言特別枠 「介護京都旅行撮影（動画）」と「介護タクシー」との連携 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00255 株式会社Ｍｏｄｅｌｏｒ 8130001051170 緊急事態宣言特別枠 中小企業向け原材料管理システム（ＨＡＣＣＡＰ対応）の自社開発・販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00259 株式会社吉兆 2130001016971 緊急事態宣言特別枠 和装レンタルサイト及びサブスクリプション運営事業計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00261 生田グローバル株式会社 2130001062537 緊急事態宣言特別枠 海外経営者に対する理念経営及び京都スタイル経営塾のオンライン指導事業 豊原弘行

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00262 プラスソーシャルインベストメント株式会社 8130001057317 緊急事態宣言特別枠
自社システムを用いた投資型・寄付型・購入型クラウドファンディングを市場へ提供し、多様な金融課題を解決する

事業
米　亨和

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00263 カモガワスタイル 緊急事態宣言特別枠 ステーキ屋が手掛ける菓子製造販売事業 西田　元紀

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00264 ガーデンモリス 緊急事態宣言特別枠 豊かな自然に囲まれた静かな工房と癒しの宿泊施設の運営 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00266 奥田セロファン株式会社 4130001009098 緊急事態宣言特別枠 「オリフタリング」のＰＲによる新分野開発事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00268 株式会社ＲＵＴＵＢＯ 5130001068283 緊急事態宣言特別枠 燻製おつまみの製造許可取得と通販・卸売の開始 片岡　卓也

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00269 株式会社Ｙｖｅｓ＆Ｋｕｒｏ 5130001069521 緊急事態宣言特別枠 牛テールラーメンの開発とラーメン専門店の展開及びテイクアウト事業 税理士法人Ａ＆Ｔ

近畿 京都府 宇治市 R2262S00270 焼き鶏香炭 緊急事態宣言特別枠 元ホテル中国料理・料理長が作るお手軽テイクアウト販売 大阪信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00274 株式会社大宮ポンプ製作所 8130001010192 緊急事態宣言特別枠 ポンプに関する販売、設置、修理までのワンストップサービス体制の確立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00275 ＡｒｔＶｉｄ／ＳＰＡ 緊急事態宣言特別枠 高音質レコーディングと高画質撮影が同時に出来るスタジオ事業 京都商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262S00278 株式会社西織 3130001040657 緊急事態宣言特別枠 丹後のオーガニック食品とシルク製品の健康応援インターネット販売・製造事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00280 ＳＡＫＡＲＡ　ＫＹＯＴＯ株式会社 8130001052235 緊急事態宣言特別枠 地元産プレミアムフルーツ冷凍スムージー開発製造と販売事業 宮津商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00281 株式会社イルヴィアーレ 9130001040404 緊急事態宣言特別枠 本格パニーノ専門店（イタリアンサンドイッチ） 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00282 株式会社京都クラシコ 3130001045086 緊急事態宣言特別枠 京都　中華そば専門店が手がける冷凍商品の販売と京都活性化に向けた取り組み 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00284 お食事亭　清水 緊急事態宣言特別枠 オリジナル和食弁当のテイクアウト体制の構築 北村　茂昭

近畿 京都府 相楽郡和束町 R2262S00288 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社 5130003002645 緊急事態宣言特別枠 オンライン・ティー・エデュケーション・プログラムの新規開発事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00289 株式会社七條甘春堂 8130001009334 緊急事態宣言特別枠 最新の冷凍技術を活用したネット限定冷凍和菓子（生菓子）の販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00295 西又商店 緊急事態宣言特別枠 市場直送の食材で惣菜製造及びＥＣサイト販売による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00298 一般社団法人ｇｅｍ 3130005015622 緊急事態宣言特別枠 和楽器のデジタル音源（ＤＴＭ）ダウンロード販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00299 株式会社ライスフーズ 6130001016051 緊急事態宣言特別枠 自社商品「京都ぽーくのミルフィーユかつサンド」開発と製造工場設置 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00300 ｍｉｎａｔｏ　ｈｏｔｅｌ 緊急事態宣言特別枠 介護予防を目指した介護事業進出による事業再構築計画 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00301 紅椿それいゆ 緊急事態宣言特別枠 地場の京料理・京食品を中心とした「食の情報発信サイト」と「飲食スペース」の新規展開 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00302 株式会社レーコ美容室北店 9130001005687 緊急事態宣言特別枠 ブライダルメイク技術を生かした、新分野の写真スタジオ事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00305 株式会社源鳳院 3130001048849 緊急事態宣言特別枠 邸宅の設えを生かした伝統工芸品の展示販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00306 株式会社Ｏ 2130001039543 緊急事態宣言特別枠 タブレット型着物レンタルサービス　ｉｎ　美容室 藤岡　保将

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00309 花白 緊急事態宣言特別枠 京都鴨川源流の自然の中で人とペットが家族時間を楽しむ総合施設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00310 円卓 緊急事態宣言特別枠 京都の季節を感じる惣菜便への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00311 有限会社アダチコーポレーション 1130002018019 緊急事態宣言特別枠 名勝円山公園内での新たな飲食形態の提案 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 宇治市 R2262S00312 マウンテンハイ 緊急事態宣言特別枠 小売業（衣服販売）から京都発アウトドアブランド製造業への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00002 株式会社コスト 8130001025224 通常枠 福祉施設の木造ユニットパターン新モデル設計構築と販売拡大 税理士法人京都合同会計

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00008 株式会社昇豊製作所 9130001010869 通常枠 ＡＩや自動運転など先端テクノロジーに対応した事業の再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 R2262U00013 株式会社谷テック 6130001037923 通常枠 繊維強化素材の全方向で良質な切断面が得られる丸鋸刃製作による業態転換 税理士法人京都経営

近畿 京都府 宇治市 R2262U00019 有限会社昇苑くみひも 2130002026482 通常枠 旨味増、カフェイン減の新製品「ロースト抹茶」の開発と店舗展開 税理士法人市原会計

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00020 レストラン七番館 通常枠 老舗洋食店の味を家庭で楽しめる通信販売事業への参入で売上回復 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00023 株式会社ＤＡＩＷＡ 1130001021460 通常枠 ３Ⅾスキャナーによる設備図面作製の新手法にて他社との差別化を図る 岩佐　修二

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00028 ＴＩＳＷＯＲＫ 通常枠 健康・美容を重視したパーソナルジム事業の展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00033 こころとからだ康子整骨院 通常枠 整骨院による介護シェアハウス事業の創出 山本　文則

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00035 株式会社亀井製作所 5130002027172 通常枠 切削油を用いない完全ドライ加工への製造革新による事業の再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00038 株式会社ハウズ 6130001025606 通常枠 コロナ禍に適した角打スタイルの新しいお酒のセレクトショップへの参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00039 アイクリエイト株式会社 7130001056955 通常枠 地方銀行との連携によるＥＣプラットフォーム構築での地域活性化計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00040 株式会社コトナ 7130001009500 通常枠 警備業の労働生産性向上を目指し、「ＡＩ警備」の創出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00041 株式会社ジオ 9130001043803 通常枠 繁華街における夜間営業専門のベーカリーの運営 税理士法人さくら会計

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00044 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 通常枠 セントラルキッチンによる社食提供で高齢者施設・中小企業の新規顧客獲得 左近　照麗

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00046 ゲストハウス　京都カトリックハウス 通常枠 高加水製法パンと餡フラワーケーキを非接触販売するベーカリー事業 堀村　不器雄
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近畿 京都府 宇治市 R2262U00047 星野科学株式会社 2130001033067 通常枠 長浜工場での茶テアニン製造のための設備の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00050 株式会社はぴねすケア 6130001054646 通常枠 京野菜で四季を感じる地産地消１００％手作り配達弁当・コミュニティカフェ事業 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00053 株式会社ダイナックエンジニアリング 6130001057830 通常枠 ２主軸を持つ複合旋盤を導入し、業態転換を図り事業再構築を実現 崔　聖賢

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00054 株式会社エバタ 2130001007921 通常枠 アイスの製造業からホットプリン等の宅配の飲食業への業種転換 山口育男

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00057 ケイナック株式会社 4130001059382 通常枠 工作機械・検査機械の導入による製品精度の向上及び製薬機械分野への新規進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 R2262U00060 株式会社大志万 6130001059513 通常枠 パン製造小売りから障碍者施設経営に進出する事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00061 有限会社田辺屋商店 5130002016794 通常枠 食品小売店舗を縮小し、新たにチャレンジ店舗（賃貸不動産）の経営を開始 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00062 株式会社みやこコミュニケーションズ 3130001026499 通常枠 不登校生を対象としたフリースクール・通信制高等学校の開設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00063 株式会社セカンダイズ 8130001006678 通常枠 都会版「道の駅」スタイルの惣菜製造販売店舗開設と地域連携 奥田　謙一

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00064 株式会社ＲＥＸ 2130001068294 通常枠 お手頃価格の、有名ホテル出身料理人の本格中華総菜のテイクアウト・デリバリー専門店 田中　裕之

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00066 創作料理　遊食庵 通常枠 人と先端技術を活用した和食料理人のハレの日肉料理店 税理士法人ブレインズ

近畿 京都府 福知山市 R2262U00070 株式会社雀部丸鐵 8130001041064 通常枠 来場対応型モデルオフィス構築によるニューノーマル対応のワークスタイルの提案 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00073 押小路　岡田 通常枠 京懐石料理店の味が全国の自宅で楽しめるＥＣ小売事業等への進出 藤村　正弘

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00074 株式会社マツモト 2130001033637 通常枠 最新鋭の塗装設備導入による一貫体制構築と試験機等新分野への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00075 陰陽流拳法空手術道 通常枠 英語教室サービスの新展開及び文武両道の文化教育センターの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00079 株式会社吉村電機工業所 2130001002187 通常枠 体育館などに設置する熱交換を利用した特殊冷風扇の製造販売 益塚　友和

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00080 株式会社甘春堂本舗 7130001009145 通常枠 自社ノウハウを活かしたオンライン教室及びサブスクリプション事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00088 株式会社コソフ 2130001033406 通常枠 既存のノウハウ活用とゴム射出成形技術導入による新製品生産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00090 株式会社ＲＥＤＮＥＳＴＡ 8130001048365 通常枠 既存店舗各店の特長と立地を活かしたテイクアウト・デリバリー事業参入による売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00091 有限会社スギテック 7130002000870 通常枠 建物・外壁調査・診断を超効率化するＳ－ＣＬＯＵＤ開発・販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00092 合同会社ＩＲＯＨＡ設計室 1130003004505 通常枠 アフターコロナの新しいニーズをがっちり掴んだ住宅販売計画 大城　真樹

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00094 株式会社ヤスダ 1130001022913 通常枠 飲食店の再出発に貢献するシェアキッチン運営事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00097 株式会社クサナギ 1130001034248 通常枠 「Ｍｅｒｒｉｅｓｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ　かさとぴあ」開発計画 小林　由香

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00098 朱谷商事合同会社 2130003005196 通常枠 国内外中国人を対象とした日本でのビジネスを始める入口創製事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00100 株式会社シャンティ 2130001054674 通常枠 通所介護高齢者ロイヤルティを活かした便利でおいしい「京の家庭の味」等デリバリー食 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00104 周山運輸株式会社 9130001008277 通常枠 輸出向け中古建設機械分野への新サービス展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00105 株式会社丸玄 5130001003868 通常枠 最新糸巻機導入により絹紡糸のチーズ巻を可能にした京都初の染料卸売・糸巻き加工業者への転換 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00109 株式会社ラシーヌ 8130001016074 通常枠 宿泊事業と相乗効果を生む地ビール事業に参入しコロナ禍を克服する 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00116 株式会社末富 8130001017691 通常枠 伝統を感じる新しい商品を作り、新しい方法で提供し、新たなブランドにより世界観とともに販売する。 堀口　裕弘

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00117 株式会社いづ重 5130001009015 通常枠 朝祇園‐祇園石段下での朝食事業‐ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00118 株式会社小谷常 7130001042856 通常枠 安心・安全を実感できるユニバーサル・スポーツツーリズムへの対応 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00120 アルヒテクトン株式会社 6130003002306 通常枠 教育現場に強固なバリア！新素材パーテーションと木材ブロック型間仕切りの融合 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00121 安積商店 通常枠 「食」を通じた地域の”コミュニティ”デリカ店 丸山　拓哉

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00123 株式会社ニシダや 7130001007000 通常枠 京都大学生の健康を守る！栄養士による食堂事業でコロナ禍を乗り越える 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00126 テクノシステム株式会社 9130001003393 通常枠 ドローン及びレーザースキャナを用いた文化財測量調査事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00131 ファッション寝装なかやま 通常枠 行政・福祉と連携し、地域の課題を解決するＡＩを活用したスマート農業への進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00132 株式会社イサムモリタ 1130001050864 通常枠 コロナで結婚式を諦めない！新しいウエディングサービスへの業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00137 有限会社田中ステンレス 8130002026634 通常枠 冷間圧造によるステンレス加工による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00139 ルアルティザン株式会社 2130001060581 通常枠 冷凍パンのＥＣサブスクリプション販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00142 株式会社麸嘉 1130001031253 通常枠 花脊別所地区における果樹加工販売事業 有田　耕介

近畿 京都府 亀岡市 R2262U00149 テイカ精密株式会社 2130001035930 通常枠 精密加工技術を活かした電子から医療分野への事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00152 京都自転車販売株式会社 4130001045944 通常枠 廃車を活用したリユース自転車の製造・販売による事業再構築 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00153 フロムメンテナンス有限会社 3130002014874 通常枠 コロナ禍で廃棄物が減っている！優良事業者が中間処理に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00155 Ｋｉｓｓｕｉｅｎ株式会社 3130001067898 通常枠 需要分析を踏まえた新観光商品と鮮度保持料理販売のクロスセル事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00158 株式会社京富士印刷 9130001008095 通常枠 デザイン業務をアウトソース。ＡＩデザイン使い放題のサブスクサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00161 株式会社ＣＯＲＡＺＯＮ 9130001056937 通常枠 パフォーマンスサイコロジー®︎を基盤とした情報提供のためのＷＥＢサービス構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00163 山下工業株式会社 9130001025396 通常枠 地場に特化した杭抜き工事による「新築市場」から「解体市場」への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 R2262U00165 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＲＥＹ 9130001037318 通常枠 人間形成のための自然体験型学童クラブへの業種転換計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 R2262U00166 松和機器サービス株式会社 2130001030130 通常枠 Ｉｏｔ技術を活用したデジタルサイネージ型の設置・メンテナンスへ新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00169 松井酒造株式会社 3130001007318 通常枠 サスティナブル・クラフトジンの製造と非接触型バーの構築 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00170 合同会社ＧＥＮＥＴＯ　ＧＲＯＵＰ 7130003005984 通常枠 北山杉の産地で家具製造体験ができる環境配慮型コテージ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00171 有限会社玉木製作所 9130002016808 通常枠 協働ロボット導入支援事業の構築による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00172 表望堂 通常枠 従来の閉鎖的事業の見える化、自社製品販売店舗とオープンスペースの構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00175 株式会社ミタテ工房 1130001015768 通常枠 新素材を使用した自動車（ＥＶ）用大型パーツの生産体制構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00176 株式会社ひろ文 4130001005353 通常枠 コロナ禍に負けるな！新サービスへの新事業展開 税理士法人共生会計

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00178 大善株式会社 8130001042780 通常枠 京都府北部の地域資源（オリーブ）を活用しオリーブオイルの製造を開始する 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00179 株式会社宮野商事 7130001007421 通常枠 地域密着＆御用聞きスタイルを特徴としたマイクロリノベ事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00180 株式会社アペイロン 2130002022457 通常枠 プログラミング塾のオンライン化と「子供ペイ」発行によるＩＴ教育サイクルの構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00181 株式会社山口西光堂 4130001061256 通常枠 白衣のレンタルおよびクリーニングのサブスクリプション 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00184 有限会社ＯＵＴＧＲＯＷ 9140002027259 通常枠 舞鶴初のプライベートシュミレーションゴルフバー 丸山　拓哉

近畿 京都府 南丹市 R2262U00185 有限会社コテラ企画 2130002028652 通常枠 コロナ社会におけるパッケージ印刷分野進出による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 R2262U00186 有限会社桑原鉄工所 8130002028886 通常枠 専用工場の整備による軽量鉄骨加工事業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00187 楽膳柿沼 通常枠 京料理飲食店からお弁当、総菜のテイクアウト事業に事業転換図る 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 R2262U00188 株式会社ティ．アイ．プロス 7130001038490 通常枠 微細な水滴を含む蒸気でスッキリ洗髪し介護負担も軽くなるスチーマー 税理士法人　中央総研

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00190 北畿リゾート株式会社 1130001042911 通常枠 日本の食を美味しさそのままに海外へ「生鮮冷凍商品」の開発 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00192 株式会社イマジン 3130001024230 通常枠 次世代型バーチャルイベント・展示会等に向けた３ＤＣＧコンテンツの製作 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00193 高知旭光精工株式会社 6130001010566 通常枠 義歯製造のための金型製作業務への新たな挑戦 みどり合同税理士法人

近畿 京都府 宇治市 R2262U00194 株式会社ライズ・ユー 5130002027370 通常枠 コロナ禍を契機に新たに将来展望のあるロボット部品加工に挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00196 株式会社フォーステック 5130001051405 通常枠 三次元ＣＡＤシステム導入による機械製造事業の拡大 ひかり税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00197 株式会社プルミエール 8130001027170 通常枠 呉服業界の需要を掴む和洋服対応クリーニング機導入と取次店方式展開による新分野進出 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00198 富士ハウジング株式会社 3130001007193 通常枠 「京たこ」の秘伝レシピで完全再現した「京たこ」たこ焼き粉等の製造による製粉メーカーへの業種転換計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00200 玉乃光酒造株式会社 8130001015035 通常枠 オーガニック酒米１００％スパークリング清酒の開発および販売 御堂筋税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00201 中川精機株式会社 4130002009097 通常枠 ＣＮＣ精密旋盤導入による取り扱い製品種類の拡大及び大型化からなる事業再構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 R2262U00205 株式会社ユルり 3130001047710 通常枠 はなれ中村製麺のおいしさを家庭でも～おうちごはんの充実～ 城陽商工会議所

近畿 京都府 宇治市 R2262U00207 株式会社石巻工務店 7130001032329 通常枠 ＩＴＡＹＡ　ＫＯＢＯ　ＳＥＣＯＮＤＢＡＳＥ（原木からＢＵＩＬＤ　ＩＴ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ＳＵＰＰＯＲＴ） 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 宇治市 R2262U00208 プロニクス株式会社 2130001033042 通常枠 幾何形状測定技術を活かした金型部品向け表面研磨技術サービス事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00209 楽仙樓株式会社 7130001028310 通常枠 母の中華まんを軸にした手作り中華まん特化小売店舗進出事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00210 株式会社弘商会 6130001033831 通常枠 本場韓国を味わえる『汗蒸幕サウナ』体験事業への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00212 株式会社エコノシスデザイン 5130001056783 通常枠 伝統工芸商品の開発・販売とＶＲ　事業の新規展開で地域活性化 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00213 春日製作所株式会社 4130001020261 通常枠 世界初の新素材によるハイエンド半導体製造装置用部品の製造 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00215 エキップ株式会社 8130001026544 通常枠 コロナ禍での換気ニーズを捉えた新商品開発による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 R2262U00216 株式会社大日本科研 9130001030256 通常枠 半導体製造装置市場参入のための新規投影式露光機の製造開発 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00217 株式会社公益社 7130001020705 通常枠 感染症等に対応した非接触型貸切葬儀場の建築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00218 株式会社フロッツカーネル 4130001061074 通常枠 自社の企画構築力を活かして、欧州伝統のハーブスイーツ店を開設 藤村　正弘

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00221 株式会社伍彩菓 8130001062390 通常枠 洋菓子店から地産地消「国産ピューレ」製造卸売業への事業転換 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00222 かなで創新開発株式会社 7130001059553 通常枠 京都観光のマイクロツーリズム＆スポーツツーリズム融合の新市場創造戦略 税理士法人トップ財務プロジェクト

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00224 木下酒造有限会社 1130002033868 通常枠 委託精米業への川上進出及び地域農業の創生による中長期存続計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 R2262U00225 株式会社ＥＣＯ　ＰＲＯ 5160001004673 通常枠 廃棄パレット粉砕による再利用で、循環型社会の実現に寄与する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00226 割烹さか本 通常枠 都市養蜂はちみつを使ったおもたせの製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00230 株式会社ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ 7130001048184 通常枠 店舗工事特化型の建築管理アプリ開発および販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00232 京甘食品株式会社 3130001020460 通常枠 家庭で楽しめるあんこの和菓子の開発による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00233 株式会社はしもと製作所 7130001061583 通常枠 大規模太陽光発電施設に必要な専用金属筐体製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 京都府 相楽郡精華町 R2262U00236 日本ニューロン株式会社 1130001037333 通常枠 大変位耐震試験機導入による水道管路性能評価事業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00237 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ－８８４．Ｐｒｏ 6130002020713 通常枠 短編映画の制作・提供等による消費者市場の開拓・自社一貫体制の構築 和泉　剛

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00239 株式会社エピキュア 4130001026795 通常枠 飲食業からの新分野展開　本格派冷凍食品製造直売所事業 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00240 株式会社ハトヤ瑞鳳閣 3130001018496 通常枠 ”京都温泉”ブランドの構築を目指す温泉水販売事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 R2262U00244 合同会社ｃｏｎｎｅｃｔ　ｇｌｏｂａｌ 8130003006197 通常枠 カーボン除去事業による新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00247 株式会社ＯＫＵ 5130001029525 通常枠 ミシュラン二つ星「美山荘」のおせちや京都の奥山のご馳走を自宅で味わえる通販事業への転換 若杉　拓弥

近畿 京都府 福知山市 R2262U00249 グリーンテック合同会社 3130003002795 通常枠 建設業者の事業多角化。電動バイクの販売及びレンタル事業への展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00251 北山貿易株式会社 2130001054344 通常枠 女性の感性とコンシェルジュのノウハウを活かした産後ケアセンターの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00254 有限会社八川製作所 3130002018462 通常枠 清潔度と精度が高い医療分析装置部品の製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 長岡京市 R2262U00256 有限会社小林製作所 3130002024741 通常枠 金属加工技術を活かした多角化戦略による半導体分野への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00257 有限会社アシスト 3130002011830 通常枠 エンジン内部の部品開発に取り組み、国内外のコアなＢＭＷユーザーにエンジンチューニングサービスを提供 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00259 有限会社栄山堂 7130002009672 通常枠 「京の食」×「感動するフレンチ」の融合を清水寺の参道から発信！ 松下　晶

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00260 洛趣舎 通常枠 清水寺の門前からオリジナルの日本茶ブランドで新市場を開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00261 Ｎｉａｔｔｏ　ｋｙｏｔｏ株式会社 4130001063500 通常枠 バリスタチャンピオンが理想のコーヒーを目指して自家焙煎所を開設 株式会社匠コンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00267 家長染工業株式会社 4130001019790 通常枠 新規分野開拓のためのデジタル技術とクラウド生産管理システムを活用した捺染方法の変更 片岡　卓也

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00268 丸昭運送株式会社 5130001011739 通常枠 包装配送一貫事業による事業再構築の取組み 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00275 ホーセック株式会社 7130001015630 通常枠 ダクトのプロによるインダストリアル家具・ディスプレイ設計製造施工 長谷川　浩之

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00277 アライズカンパニー株式会社 4130001061966 通常枠 フォトウェディングからパン製造小売業へ業種転換を行う経営革新 山口育男

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00280 株式会社ウチダ 1130001005975 通常枠 低感染リスクに資する大規模撮影スタジオの新設と写真カタログへの新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00283 株式会社ＤｉＯ 6130003004987 通常枠 ＶＲとＥＣシステムの連携によるバーチャル百貨店の構築事業 小林　洋之

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00287 コンフォート企画株式会社 1130001025296 通常枠 オンラインツールを加えた、発展形のタブラオ（舞台付飲食店）開業計画 北脇　幸江

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00288 株式会社カケザン 4130001060258 通常枠 飲食事業との相乗効果で飛躍を図るクラフトビール製造業への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00289 株式会社インバウンドプラス 8130001061062 通常枠 宿泊施設管理代行から外国人向け長期滞在施設経営への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00290 株式会社ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 4130001063426 通常枠 フライドチキンのテイクアウト及びルームサービス事業による宿泊業からの事業転換 森井　義英

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00295 ソフトコム株式会社 4130001017794 通常枠 ＩＴ分野特化型コワーキングスペース事業“ソフトコムｓｐａｃｅ”の開始 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00296 株式会社田中建工 2130001005082 通常枠 「木」にこだわる建築会社が運営する木造高齢者施設と訪問介護事業 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00298 株式会社藤岡興業 5130001066436 通常枠 今後需要が拡大する解体工事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00303 Ｋｉｙｏ　ｔｏ－ｂｏ株式会社 5130001059571 通常枠 清水焼の風雲児が挑戦する、Ｂ２Ｃセミオーダーへの業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00304 松本建設株式会社 6130001033105 通常枠
ＳＤＧｓ道路舗装修繕工事対応　最先端のＩＣＴ測量システム“測量美術”を用いた　道路測量事業分野への新分野進

出計画
京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00307 ＳｈｉｎＳｅｎ 通常枠 ＡＩカウンセリングでコロナ時代に合った非対面サロンを展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00313 京つけもの　かたやま 通常枠 伝統の漬物技術から麹・酢を使った新たな発酵食品開発による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00316 株式会社アイトーン 3130001058542 通常枠 起業家のための新時代のフードビジネス実験場 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00318 ファースト株式会社 9130001024951 通常枠 スマホアプリと遠隔コールセンターシステムによる緊急トラブルサポート等サービスの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 R2262U00320 株式会社ディライト 7130001036412 通常枠 京都機材センター新設等による経営資源再構築と新工法の展開 猪口　建太朗

近畿 京都府 城陽市 R2262U00325 株式会社ｓｉｍｐｌｅ　ｐｌａｎ 6130001061584 通常枠 若手農家とコラボ　地域の特産物を使用した地産地消のパティスリへの転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00326 株式会社エネコートテクノロジーズ 6130001061337 通常枠 宇宙用太陽電池への事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00328 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 通常枠 製販一貫による京都の神社仏閣の木から生産する京都産切り花事業の確立 株式会社京都銀行

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262U00329 谷義産業株式会社 1130001040709 通常枠 呉服店からの新提案。気軽にきものを楽しめるフォトスタジオ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 R2262U00332 株式会社中村藤吉本店 4130001032884 通常枠 多目的滞在空間を伴う、デジタル化セルフサービスカフェ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00335 株式会社はーと＆はあとライフサポート 5130001023734 通常枠 オンライン栄養指導・カウンセリングによる食事療法支援サービスの開発 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00341 株式会社Ｐｌａｎ　Ｂｅ 5130001048293 通常枠 「Ｐｌａｎ　Ｂｅ制御による鉛電池利用システムの長寿命化ユニット」の製造販売事業 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00342 株式会社仁々木 5130001046090 通常枠 全国的に知名度の髙い有名特産品を活用した米飯惣菜のＯＥＭ製造事業 田畑　一佳

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00343 株式会社種田 4130001046091 通常枠 天保８年創業の和装小物製造業から純京都産化粧品製造・小売への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00344 株式会社マルナカ 4130001011748 通常枠 一定のウイルス等に対し除菌効果のあるオゾンミストを散布する装置の量産体制構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00355 株式会社たち吉 2010401114057 通常枠 和食器サブスクリプション事業計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00360 株式会社波波 9130001028077 通常枠 「オンライン」と「来店」のハイブリッド料理教室と付随する鮮魚販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00362 株式会社Ｊｉｎ 5130001019947 通常枠 ショッピングモールでの『大衆的麺飯食堂　喜喜（シィーシィー）』のチェーン展開 税理士法人グッド・フェイス・パートナーズ

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00366 ベジサラ舎 通常枠 朝採れ野菜の健康すこやか弁当を即日配達する八百屋の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 R2262U00371 株式会社アイエス 8130001041659 通常枠 ＳＮＳを活用した「日本料理の技動画」教育コンテンツ　サブスク販売事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00376 日本インパクト株式会社 3130001042703 通常枠 リチウムイオン蓄電池産業の一翼を担う加工物流への挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00378 株式会社いちなん 6130001067862 通常枠 添加物オフと食品ロスゼロのノウハウを最大活用食肉加工グルメ新ジャンルのＥＣ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00379 株式会社花屋敷浮舟園 7130001032956 通常枠 グランピングとルーフトップバーによるコロナ禍への対応と新市場開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00380 株式会社ＡＦＩテクノロジー 1120001177428 通常枠 全自動無菌検査システムによる安全・安心な医療への貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00385 ＧＬＯＢＡ株式会社 1140001098036 通常枠 外国語学習動画視聴サービス事業への新たな挑戦による事業再構築 景山　洋介

近畿 京都府 宇治市 R2262U00387 有限会社小林工作所 4130002026415 通常枠 自動車電子制御用半導体部品向けプレス金型製造事業の発足 糸井　悠樹

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00391 ながすな繭株式会社 9130001043019 通常枠 サブスクリプションを活用した入浴剤等の販売 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00392 株式会社きゅうべえ 2130001031509 通常枠 シェアサイクルＯＥＭサービスの開発・展開計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00399 有限会社みやび美術工房 4130002019352 通常枠 西陣織の技術応用による新規市場（インテリア）開拓 辻？　貞旨

近畿 京都府 城陽市 R2262U00400 株式会社岡村製作所 5130001038328 通常枠 製缶技術とファイバーレーザー切断を掛け合わせ新たな金属加工領域への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00409 株式会社サンエムカラー 9130001010712 通常枠 高精細デジタルアーカイブデータを使用した高付加価値デジタルデータ配信システムの構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00411 丹後織物工業組合 6130005010901 通常枠 絹織物等の高付加価値加工による需要開拓等新分野展開事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00413 祇園にし 通常枠 京都祇園の文化を発信する食品ストア「ＧＩＯＮ　ＮＩＳＨＩ　ｓｔｏｒｅ」の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00414 株式会社増富 7130001007339 通常枠 骨粗鬆症の予防で日本の健康寿命延命に貢献する、カルシウムサプリメントの開発・販売 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00425 ＡｒｃｈｉＴｅｃｈ株式会社 9120001217003 通常枠 建築専攻学生特化型の求人マッチングサービスの開発と提供 塩津　友輝

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00430 有限会社マキノジェーエフ 8130002007898 通常枠 居酒屋から鰻をメインにした和食料理店への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00431
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ株

式会社
9130001044223 通常枠 植物成長剤「ＳＯＭＲＥ（ソムレ）」のインド展開　～インド現地での製造、販売～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00434 有限会社東洋精機製作所 1130002016930 通常枠 高精度インプラント（人工骨・人工関節）及びその周辺部品に特化した医療機器製造業界への進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 R2262U00439 株式会社バイオエックス 8130001023599 通常枠 感染症検査市場向け、超短納期、低コストＶＨＨ抗体製造事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00440 株式会社ゴリップ 1130001046227 通常枠 韓国総菜を提供するデリカテッセン店舗での中食市場への進出 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00445 株式会社美研繊維 4130001011517 通常枠 オートスクリーン捺染機Ｗ幅、新設計画。　制菌・抗ウィルス加工にて市場進出。 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00447 マイクロシグナル株式会社 3130001033677 通常枠 マイクロドット受光素子を用いた高速データ伝送デバイスの事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00456 株式会社フェイス 3130001018604 通常枠 ＲＦＩＤの技術革新ともにニューノーマル時代への販路拡大 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 宮津市 R2262U00458 吉野茶屋ひいらぎ工房ひいらぎ庵 通常枠
創業３４０年老舗「智恵の餅」屋が新たに挑戦する誘客多角化事業ｅ－Ｂｉｋｅレンタル＆Ｏｎｌｙ　

ｒｅｓ　ｔａｕｒａｎｔ）
京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00460 株式会社形木原製作所 3130001014116 通常枠 設備系商社との協力関係を構築し食品製造機器業界へ展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00463 株式会社きたやま南山 7130001006209 通常枠 食肉製品・精肉等の業務卸とシェアキッチン・食育事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00465 株式会社カスノモーターサイクル 5130001014114 通常枠 国内初のエンジンパーツ製造参入の為の工場建設と５軸加工機導入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00470 ＦＥＳ株式会社 8130001046583 通常枠 砂型用３Ｄプリンター導入による立体造形事業の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00474 株式会社ハタイタ製作所 5130001033568 通常枠 半導体製造装置用大型ステンレス部材の製造を可能とするレーザ溶接機の導入と装置レイアウトの最適化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00477 株式会社スフェラ 9130001053604 通常枠 ペット向けウェルビーイング分野におけるケア施設運営及びコンサルティングサービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00482 福田真株式会社 1130001022319 通常枠 京都京北で自然歴史体験とこだわりの料理が味わえるグランピング事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00484 株式会社ｈｅａｒｔｅｓｔ 4130001028866 通常枠 発酵加工食品の製造で健康に配慮した食事業を展開～外食事業から食品製造・小売業に進出～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00485 和晃技研株式会社 9130001012080 通常枠 災害対策のための蓄電装置（交流電源）製品化事業 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 京都市南区 R2262U00493 株式会社ミズタニ 6130001011770 通常枠 ＡＩとリビルト品（再利用品）が解決する輸入車市場への新分野展開 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00496 有限会社志場商店 5130002016497 通常枠 京生麩シートの製造・販売及び京生麩専門店の出店 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272G00001 株式会社ＢＡＯＢＡＢ 8120002020084 卒業枠 高級食パン製造販売の業態転換をＳＤＧｓとＤＸの推進を通して実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272G00006 昌弘貿易株式会社 4120001081610 卒業枠 ＣＶＤによる工業用合成ダイヤモンドの製造販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272G00007 グッドソフト株式会社 9120101030306 卒業枠 中国向けコーヒー商材のＯＥＭ開発スキーム構築及び製造販売計画 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00003 株式会社ＨＩＶＥ 9120001197451 緊急事態宣言特別枠 既存販路を活用するＣＢＤグミの製造販売による収益の複線化事業 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00005 かりんの琴教室 緊急事態宣言特別枠 日本初の中古琴専門ＥＣサイト開設と試奏室の設置による業種転換計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00006 株式会社大之介 9120901018013 緊急事態宣言特別枠 「自社調理による食材の常温流通商品と冷凍流通商品のネット通販」 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00008 居酒屋ロンスター 緊急事態宣言特別枠 安心安全で美味しい料理をテイクアウトで 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00009 エヌファクトリー 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニングジム＆ボディケアスタジオ 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00010 株式会社ボディケアジャパン 5130001037445 緊急事態宣言特別枠 リラク店舗の空きスペースを活かした食品製造販売業で業績回復！ 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00011 株式会社ＩＣＨＩ 7120001199367 緊急事態宣言特別枠 一流の日本料理職人による本格和食料理の店舗型そうざい屋さん 中西　博茂

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00012 エスルート 緊急事態宣言特別枠 ハウスクリーニング業への業種転換事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00014 高野住商株式会社 4120001184405 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナを見据える多様な働き方に対応するワ―ケーション事業 中本　悠介

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00016 株式会社キャップス 2120001159152 緊急事態宣言特別枠 マッチングサイト運営事業計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00017 株式会社伊予結納センター 1120001074773 緊急事態宣言特別枠 慶弔金立替代行発送サービスを中心としたＷＥＢフォーマルギフト販売及びサービス事業計画 井関　新吾

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00018 株式会社与太呂 9120001118564 緊急事態宣言特別枠 フレンチフライ専門店のテイクアウト・デリバリー事業 北川　和男

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00019 有限会社チャルカ 6120002063234 緊急事態宣言特別枠 東欧文化ステーション、チャルカ 新田　博之

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00020 株式会社たこ八 4120001083978 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業及び自動販売機による非対面販売事業 續谷　泰一

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00023 株式会社イーバ 1120901014630 緊急事態宣言特別枠 飲食業の可能性を拡げる仕出し弁当事業 税理士法人イースリーパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00025 株式会社ルミナヴィスタ 4120001227304 緊急事態宣言特別枠 味覚・視覚で楽しむスイーツ「ルミナドルチェ」新店舗出店 倉橋　敏文

近畿 大阪府 松原市 R2272S00026 株式会社ヒライ工業所 9120101025636 緊急事態宣言特別枠 サーボプレス機の導入、金属加工の技術活用による医療分野への進出 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00027 株式会社ＲＩＳＥ 3122001012034 緊急事態宣言特別枠 法人向け会議用弁当が苦戦の中、全国個人向け冷凍弁当を販売する新分野展開計画 岸本　圭祐

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00028 ＲＡＩＮＢＯＷ 緊急事態宣言特別枠 一次会も二次会もまるっとお任せ！バーから焼肉店への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00029 株式会社ウイル日新 7120101045248 緊急事態宣言特別枠 空き家を利用して障がい者グループホーム開設、運営 石原　憲

近畿 大阪府 富田林市 R2272S00031 シルキードライ星ヶ丘 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を改装し、テイクアウトを主体したコーヒー焙煎豆販売の新分野展開 嶋田　新一

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00033 フラワーコスモス 緊急事態宣言特別枠 高級ギフト「ジュエリーフラワー　」の店舗とＷＥＢでの販売計画 飛田　篤

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00035 スピリカ 緊急事態宣言特別枠 フリーランスの所得アップに繋がるシェアサロン事業 内藤　敏

近畿 大阪府 池田市 R2272S00036 株式会社正弁丹吾グループ 4120901019651 緊急事態宣言特別枠 食品製造におけるＨＡＣＣＰ対応化及びシステム化による、調理品直販（通販＆地場物販）ビジネス強化事業 株式会社ユアコンパス

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00037 株式会社メイク 2120001019042 緊急事態宣言特別枠 オンライン通販へ新規参入による業態変換事業計画書 永和信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00039 有限会社岡村水道ポンプ工業所 8120902017931 緊急事態宣言特別枠 漏水探知機による新分野展開としての漏水検査事業の事業計画 アンサー税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00041 株式会社ＨＩＧＨ　ＦＩＥＬＤ 2120901034041 緊急事態宣言特別枠 ＣＴＩシステムを導入し革新的な電話代行サービスに事業転換 山岡弘明

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00042 株式会社やいや 8122001022854 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも選ばれる炭火焼ビストロを開業することによる再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00043 株式会社ホープ・リノベーション 4122001030489 緊急事態宣言特別枠 困っている人を助けたい！寄り添う・安心・安全な保育事業へ 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272S00044 株式会社クロスキンキ 2120001155630 緊急事態宣言特別枠 大阪なんば発、海鮮・天ぷらの実演型キッチン型立ち呑み居酒屋のＦＣ事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00047 株式会社シックスボックス 6120101010013 緊急事態宣言特別枠 まごころお届け！高齢者向け宅配食事業 堀井　利弘

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00048 ワンショットダウン 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーション分野でプロスポーツ経験を活かしたストレッチ店の事業化 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00049 株式会社ヒッツコーポレーション 9120001036213 緊急事態宣言特別枠 音声品質、感染症対策、コストパフォーマンス及び立地に優れた、日本一安心して利用できる映像配信スタジオ業 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00051 株式会社パーソナル・サポート 6120101023097 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも生徒の学びの場を止めない動画配信サービスの開始 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00052 株式会社ヨークインターナショナル 4120001141736 緊急事態宣言特別枠 バルーンアートの販売と教室運営。空き店舗活用で低資金でも女性が起業し活躍できる事業。 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00053 株式会社味源グループ 8120901010268 緊急事態宣言特別枠 旅館向け高品質レトルト惣菜業務用通販事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00054 株式会社Ｓｈｉｎｅ　ｍｏｒｅ 5120001221603 緊急事態宣言特別枠 省エネ提案力を活かした太陽光パネルの設置工事事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00057 吉川酒米販 緊急事態宣言特別枠 酒屋の一角で新たに「立ち飲み＆揚げ物テイクアウト」の店舗増設計画 高槻商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00058 旭寿司 緊急事態宣言特別枠 高級幕ノ内弁当を始めとするテイクアウト事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00059 株式会社Ｂｉｌｌｉｏｎ　ｇｏｔ 8120001210537 緊急事態宣言特別枠 暗い世の中に光を！居酒屋から本格ラーメン屋への事業転換 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00060 株式会社サウンドプラン 6120001115440 緊急事態宣言特別枠 『イージーキッチン高野山』による高野山内宿坊と周辺地域料理店の活性化 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00061 世界チーズ商会株式会社 2120001082593 緊急事態宣言特別枠 チーズのある食卓を日本の文化にするプロジェクト 税理士法人タクセス

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00062 株式会社オールグリーン 1120001207201 緊急事態宣言特別枠 住宅構造の専門知識を生かした特殊清掃・遺品整理サービス事業 弓場　翔太

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00066 株式会社ビューティライフジャパン 5120901027661 緊急事態宣言特別枠 男性のための『脱毛・フェイシャルボディケア』施術事業への新規参入 豊中商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00070 株式会社ナカオ工芸社 3120101060795 緊急事態宣言特別枠 レーザー刻印事業 細川　雅教

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00071 ユースフルワールド株式会社 5120901033858 緊急事態宣言特別枠 「大阪初小学校廃校跡（運動場）」を活用した「バーベキュー＆健康カフェ」施設と地域活性化に向けた新事業展開 片岡　令

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00072 株式会社ジェイソレイド 7120001180046 緊急事態宣言特別枠 大阪日本橋のラーメン店「超豚骨濃度８」通販専用商品の開発 永和信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00073 栄光エステート有限会社 5120902017703 緊急事態宣言特別枠 「音楽スタジオ」事業から「動画配信スタジオ」事業への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00074 合同会社メゾンフローラ 5120003010954 緊急事態宣言特別枠 生花販売から衣類販売への事業転換事計画 藤井敦

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00077 フレインズデザインワークス株式会社 9120001194259 緊急事態宣言特別枠 商品ロスがほとんど無い　持ち帰り生ぎょうざ専門店の開業 國分　博史

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00078 青木防災株式会社 2120001019348 緊急事態宣言特別枠 防火管理者を支援するＷＥＢサイトと動画の作成による業務ＤＸ化 税理士法人日野上総合事務所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00083 株式会社ゆかり 1120001071639 緊急事態宣言特別枠 ほんまもんの粉もんで日本に元気を届けるプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00084 株式会社フェイクスター 5120001201101 緊急事態宣言特別枠 カフェにおける新分野展開としてのテイクアウト物販事業 井川　雅博

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00085 株式会社つかさ 7120001124011 緊急事態宣言特別枠 個室で旬の味覚を味わえる寿司和食とお持ち帰り、仕出し（宅配）、魚介類販売への業態転換 大阪シティ信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00086 海鮮居酒屋うお盛 緊急事態宣言特別枠 子供から大人まで魚の魅力を知る、料理教室付き釣り堀 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00088 株式会社ＰｏｕｒＶｏｕｓ 4120001169752 緊急事態宣言特別枠 オーダーメイド型スマートカジュアルを店舗での小売販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00089 株式会社ＲｏｃｋＶａｌｌｅｙ 3120001141786 緊急事態宣言特別枠 感染対策を施した改装を行い人気店の味を受け継ぐ中華バルへ事業転換 花岡　貴志

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00091 有限会社魚善 2120902000240 緊急事態宣言特別枠 ２度目の災禍下、新分野で顧客の満足と当店の存在感を高める計画 田口　雅樹

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00092 三心食品株式会社 9120901035941 緊急事態宣言特別枠 高齢者向けの宅配販売とネット販売による消費者向け販売事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00093 有限会社ウィル・ヴィンチ 2120002015296 緊急事態宣言特別枠 ２次元ＣＡＤ設計事業から、ＢＩＭ（３次元ＣＡＤ）事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00094 扇寿流 緊急事態宣言特別枠 バーチャルとリアルの日本舞踊教室＆レンタルスタジオ事業

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00096 炭火焼鳥　杉の屋 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り専用の焼鳥丼店を開業することによる事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00097 一般社団法人日本エイジレスバレエ・ストレッチ協会 1120005018974 緊急事態宣言特別枠 エイジレスバレエ・ストレッチ　オンラインダブルキャッチ計画で日本の健康寿命を伸ばす！！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 R2272S00103 清原デザインオフィス 緊急事態宣言特別枠 ３ＤＣＡＤデータを活用し３Ｄプリンターで製造業試作品づくりの支援 濱田　裕章

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272S00104 株式会社フクマテクニカ 4120101022010 緊急事態宣言特別枠 完全オーダーメイド型ブース販売への進出による経営基盤の回復 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 高石市 R2272S00105 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 1120101020743 緊急事態宣言特別枠 カフェ運営事業から「カフェメニューの通信販売」への事業展開計画 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00106 株式会社イッカ 5120001224192 緊急事態宣言特別枠 小規模な飲食店をターゲットとし、牛肉を中心に豊富な部位を取り扱う食肉卸売業 山本　義範

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00107 株式会社スピリッツ 5122001025934 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン完備と中食事業で売上高と利益を拡大する。 安　柄植

近畿 大阪府 守口市 R2272S00109 東洋木材株式会社 5120001156329 緊急事態宣言特別枠 プロの材木屋とつくる天然木一枚板のセルフメード家具の事業計画 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00111 株式会社ＡＸＩＡ 2120901035766 緊急事態宣言特別枠 高品質な新商品開発とネット販売システムの構築による他業種参入 坂野　圭吾

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00112 株式会社リョウエイ 9120901002347 緊急事態宣言特別枠 紙器製造ノウハウを活用した紙加工用「木型・アルミ型」および「治具」の製造 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272S00113 株式会社ＳＥＶＥＮ＆ＥＩＧＨＴ 4120001216595 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーの施工販売 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00114 株式会社海翔 8120001004988 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト」を中心とする健康志向の「オリーブ串フライ」の新業態開発 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00116 天狗庵 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店からメガ盛りマンモス弁当ＦＣ１号店加盟による持ち帰り弁当事業への転換 行方　康洋

近畿 大阪府 池田市 R2272S00118 アシスト株式会社 9120901033672 緊急事態宣言特別枠 惣菜の持ち帰り販売とその惣菜をメインにしたダイニングカフェの運営 池田商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00119 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 8120101055980 緊急事態宣言特別枠 大型イベント企画力を活かしたメダカの繁殖、販売事業及び飼育指導 山本　義範

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00121 斎藤産業株式会社 1120901023805 緊急事態宣言特別枠 低投資・低コスト！飲食店の空き時間を活用したうどん店への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00124 株式会社ヒラオ 8120001148521 緊急事態宣言特別枠 業態転換と新ブランド設立による既存事業も活用した事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00126 株式会社ファイセンスファクトリー 1120001134511 緊急事態宣言特別枠 製造環境の高度化で新商品開発を行い、新しい販路開拓につなげる事業 泉　正道

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00128 ＢａｎＭｕｓｉｃ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂサイトを活用した真言宗僧侶派遣及び仏具販売による法要ＤＸ事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00129 株式会社ＡｉＡｓｓｉｓｔ 9120001220436 緊急事態宣言特別枠 マンション管理業務の遠隔化システムサービス提供による事業再構築 三輪　厚二

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00130 株式会社エー・アール 6120001139852 緊急事態宣言特別枠 アパレル（パーティドレス関連）ＥＣ市場の販路開拓 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00131 株式会社ミカランセ 9120001036568 緊急事態宣言特別枠 美容マスクのサブスクによる会員顧客の囲い込み事業 株式会社みらい経営

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00132 カラフルボックス株式会社 7120001213433 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けシステム事業の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 交野市 R2272S00135 株式会社さくら 8120001153182 緊急事態宣言特別枠 交野市で空家問題ゼロを目指す不動産事業の開始 上保　博

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00136 竹宮商店 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍による市場変化に対応するための低感染リスク業態店への転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00138 株式会社ａｋｕａ　ｍａｎａ 9122001025690 緊急事態宣言特別枠 コンテナハウス販売事業計画 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00139 ピカソラス 緊急事態宣言特別枠 ミュージシャンから昭和歌謡バルへの業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00140 株式会社正寿 3120003007663 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築によるゴルフ用品の越境ＥＣ事業計画 補助金活用支援会合同会社

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00141 鉄板焼き　お好み焼き　しんか 緊急事態宣言特別枠 自家製無添加ソーセージ、有機食材のテイクアウト及びネット販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00142 株式会社小白方電気 8120001123747 緊急事態宣言特別枠 木工製作部事業計画 室谷信一

近畿 大阪府 堺市南区 R2272S00145 ライズファクトリー 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した建築物無人点検を安全・高品質・低コストで実現する業種転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00146 池尻合同会社 4120103001524 緊急事態宣言特別枠 ずっとお家で暮らせるように～寝たきりを看過できない～ 辻　泰崇

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00149 華瀛国際旅行株式会社 6130001062310 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ活用により高乗車率を実現する新たなタクシー事業の構築 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00151 株式会社Ｔワークス 3120001135482 緊急事態宣言特別枠 箔押し印刷に特化した小ロットからのオンデマンド印刷事業 矢本　浩教

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00152 和顔施 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト等ができる一人しゃぶしゃぶ・とんかつ専門店への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00159 株式会社フォン・ジャパン 7120001104954 緊急事態宣言特別枠 自宅で楽しめる「世界一沖縄料理が豊富なホテル朝食」の製品化 中澤　悠平

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00160 株式会社魚市 4122001017809 緊急事態宣言特別枠 新たな食材の商品開発と、自社インターネット通信販売の立ち上げ。 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272S00163 エトセトラ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナでも出会いをサポート！「モテ男」になる婚活プロフィール写真作成支援 大阪商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00164 メディカル・エイド株式会社 4120101043337 緊急事態宣言特別枠 対面式の美顔レッスン教室をオンラインによるシステムに再構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 池田市 R2272S00165 豊栄産業株式会社 9120901019622 緊急事態宣言特別枠 「肌トラブル改善オンラインサロン」の開設 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00166 株式会社ｈｏｂｂｙｓ 9120001217829 緊急事態宣言特別枠 自宅でワン工程調理で専門店の味が完成するミールアラカルトのＥＣ販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00169 てて鍼灸庵 緊急事態宣言特別枠 バーチャル型脱毛＆エステをメインとした次世代サロンに挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00170 株式会社ファリシオ 9120101049833 緊急事態宣言特別枠 ペットロスの飼い主と共に歩むアフターケア事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00174 有限会社トマト 9120002046070 緊急事態宣言特別枠 冷凍たこ焼き等の店頭及びネット販売開始による販路拡大 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00176 グリーンプラス 緊急事態宣言特別枠 余剰食材等を活用したオリジナル缶詰の製造販売 有限会社グリーン経営サービス

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00177 石樽 緊急事態宣言特別枠 健康志向に特化した“鶏カレー”のＥＣ販売 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00178 株式会社採用戦略研究所 7120001176432 緊急事態宣言特別枠 人材採用業務に関わる業務のデジタル化商材の販売 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00179 山本大 緊急事態宣言特別枠 搬出業から新たな解体工事業への新分野展開 小川　栄一

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00180 株式会社テトラ 4120001179917 緊急事態宣言特別枠 徹底的に絞り込んだホテル宿泊客に対する串カツのデリバリー事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00183 株式会社やるねん 6120001108089 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けないテイクアウトに取り組んだ店舗開店による事業再建計画 株式会社豊栄総合研究所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00184 株式会社森口合成 6120102025605 緊急事態宣言特別枠 新型コロナにも有効な抗ウイルス性プラスチック原材料の開発による新事業への進出と事業転換の取組み 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00187 一浄 緊急事態宣言特別枠 対面講座からＷＥＢ講座に切替えて「場の浄め師」育成を再構築 尼崎信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00188 合同会社道 8120003012394 緊急事態宣言特別枠 動的ストレッチを用いて健康増進をはかる新分野展開 稲瀬　修治

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00190 Ｂａｒ　Ａｍｒｉｔａ 緊急事態宣言特別枠 女性ターゲット拡大のための鉄板グルメのお持ち帰り事業 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00195 株式会社ステア 9120001104119 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとアンテナショップでＳＤＧｓ商品を展開！卸売から小売りに！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00196 株式会社リベロ・ヴィアッジ 6120001096301 緊急事態宣言特別枠 どんな時も生活に必要な事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00198 株式会社５－ＲＥＬＡＸ 6120901033873 緊急事態宣言特別枠 既存事業のオンライン化とコンディショニングアプリの開発 あさひ合同税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272S00199 株式会社ＡＣＵＴＥ 1120101024067 緊急事態宣言特別枠 販売とレンタルを可能にしたＥＣサイトで着用しないドレスをシェア 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00202 株式会社魚漁 9120001188070 緊急事態宣言特別枠 居酒屋による学生若者応援店としての焼肉店開業による事業転換 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00203 エスオーフードビジネス株式会社 8120001164238 緊急事態宣言特別枠 精肉小売店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00204 ＳｍｉｌｅＷａｙ 緊急事態宣言特別枠 有償独自プロジェクトマネジメント教育研修オンラインサービス 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00205 株式会社一門会 7120001110127 緊急事態宣言特別枠 だるまアプリ導入で集客促進・接客改善・物販促進によるＶ字回復 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00206 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ　ＺＥＲＯ 2120001226266 緊急事態宣言特別枠 小規模キッチン工場運営によるオリジナル冷凍食品の販売 株式会社香川銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00208 ダイニングくった 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋居酒屋からパーソナルジムへの業種転換に関する事業計画書 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00209 南陽トレーディング株式会社 2120001163311 緊急事態宣言特別枠 食品加工での海外技術を活用した新食感国産ドライフルーツ戦略 辻本　雅彦

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00211 株式会社一心社 5120001022299 緊急事態宣言特別枠 印刷物製造からアプリケーション開発、動画作成で新規需要獲得 髙橋　賢二

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00212 株式会社イーストプラン 8120001122393 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の宿泊ニーズを捉えたハイブリッド宿泊事業の展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00213 バー　北酒場 緊急事態宣言特別枠 人脈を最大限に活かしたキッチンカー導入による移動販売事業計画 井上　岳彦

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00215 株式会社一晃 9120101053513 緊急事態宣言特別枠 運動不足解消で体と心の健康維持！地域に根ざす会員制トレーニングジム 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00216 ヒューマンバリュープロダクションズ 緊急事態宣言特別枠 音楽で人を繋いできたライブハウスの婚活事業による復活計画 村田　健吾

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00217 株式会社エターナル・ルーナ 9120001217465 緊急事態宣言特別枠 男女別室で最新機械を用いた筋膜リリース＆整体サービスへの業種転換 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00218 有限会社インスパイアード 8120002067415 緊急事態宣言特別枠 オブジェクトＶＲ撮影サービス 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00219 ＩＴＦ合同会社 1122003001342 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを活用したクレープ販売による業種転換 北本　寛之

近畿 大阪府 高石市 R2272S00221 カフェピアチェーレ 緊急事態宣言特別枠 カフェオーナーが展開する現代人の健康を漢方薬で解決する薬店 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00223 株式会社Ｊ．Ｋ．Ｃ．ＪＡＰＡＮ 3160001015978 緊急事態宣言特別枠 インターネットを用いた自社ブランド製品の販売計画 保井　順喜

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00224 株式会社押海製靴 8120001131386 緊急事態宣言特別枠 婦人靴製造卸からウエブによる製造直販への事業転換 松田　峰成

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00225 株式会社高砂 3122001019211 緊急事態宣言特別枠 いつでも好きな時に当社の味を食べてもらうための業態転換 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00226 株式会社未来エステ研究所 6120001119904 緊急事態宣言特別枠 自社独自開発の美容商材「セルカンＧＦ　マスク」個人向けＥＣ　物販事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272S00228 株式会社メイプルプランニング 4140002064876 緊急事態宣言特別枠 大阪初「シェアキッチン＆親子カフェ」コロナ渦に負けない店舗づくり新事業展開 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00229 株式会社アプロサクセス 8120001209934 緊急事態宣言特別枠 経営者と専門家をつなぐプラットフォームコンサルティング ミレ信用組合

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00230 株式会社Ｒｉｘｅｙ 1120901040008 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ制作会社が提供するＩＴ活用・リテラシー向上教育事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 門真市 R2272S00232 有限会社クロスクリエイト 8120002056426 緊急事態宣言特別枠 自社開発した生餃子を自社製造・テイクアウト販売へと新展開する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00233 株式会社ビジョンシステムズ 1120001184531 緊急事態宣言特別枠 ヘルスケア市場に向けたハイブリッドクラウドサービスの提供 森田　茂樹

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00236 株式会社ＳＩＮＷＡ 6120001189344 緊急事態宣言特別枠 配食事業で、来店出来ない高齢者にも「おなかいっぱいと健康を」 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00239 株式会社アール・エー・ジー 7120001060462 緊急事態宣言特別枠 有馬温泉にて容器コレクションを活用したミュージアムの新規運営 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00240 株式会社Ｆｉｒｓｔ 4120001122835 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーに特化したラーメン店事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00241 株式会社ＵＮＩＴＹ 8120001223035 緊急事態宣言特別枠 高級車を眺めながら本格スパイスカレーが食べられるカフェ 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00242 ソティスジャパン株式会社 2120001082981 緊急事態宣言特別枠 五つ星ホテル内の高級スパ・エステに、脱毛サービスを新規導入 山形　輝雄

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00244 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ８ 5120001229051 緊急事態宣言特別枠 内外中食が味わえる韓国料理店の開店とＥＣサイトＳＮＳを活用した新規顧客の開拓 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00245 株式会社ハヤシゴ 5120001039616 緊急事態宣言特別枠 ビッグデータの活用とオンライン接客を前提とした自社によるＥＣサイト開設事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272S00247 ポーラ 緊急事態宣言特別枠 デジタル広告の有効活用と店舗型営業への業態転換 平野　健治

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00248 ダンスプロジェクト　ケー・ディー・シー 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で増えた不登校児などへ「第３の居場所」を提供する事業 みのり税理士法人

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00253 有限会社インジェクターイーユナイテッド 8120902011538 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン新設によるデリバリー専門店４ブランドの展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00254 株式会社ブランジットインターナショナル 6120001206090 緊急事態宣言特別枠 移動販売と移動キッチンをＭＩＸ！調理機能付き自動車を用いた試食もできる移動販売業 澤井　美香

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00255 ダイセン産業株式会社 7120001083125 緊急事態宣言特別枠 低利益卸し取引からの脱却事業計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00256 プリントファースト 緊急事態宣言特別枠 Ａｆｔｅｒコロナを見据えた新たなライブコマース事業の推進 箕面商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00257 株式会社和島 9120101032616 緊急事態宣言特別枠 精肉卸業ならではの商品を活かした新規小売販売開始計画書 井関　新吾

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00259 株式会社ＭＡＫＥ 4120901032654 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対応した美と健康の総合ワンフラットプラットフォーム 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00263 有限会社ジーテックス 1120002006874 緊急事態宣言特別枠 スポーツ練習用に特化した新操作方式の情報端末事業の確立 大阪商工会議所

近畿 大阪府 高石市 R2272S00264 株式会社２９３３ 5120101052733 緊急事態宣言特別枠 既存店舗の空きスペースを活用した、密を避ける個別指導塾運営 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00265 株式会社エスレイ 3120001172245 緊急事態宣言特別枠 ミールセットのインターネット販売 立田　博久

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00267 谷口製作所 緊急事態宣言特別枠 店舗運営の多角化により、経営基盤の再構築を図る 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 富田林市 R2272S00268 Ｗｅｓｔ－ｔａｋｅｏｖｅｒ 緊急事態宣言特別枠 揚げピザ用冷凍ピザなどの冷凍食品の製造販売事業への進出 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00270 株式会社仙福南陽堂 7120001023948 緊急事態宣言特別枠 非対面・非接触によるオンラインでの、掛軸修理・修復見積もりとリニューアル提案サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00272 Ｓａｌｏｔｔｏ　Ｄｉ　Ｂｅｌｌｅｚｚａ　Ｆ 緊急事態宣言特別枠 メンズ脱毛事業＆スキンケア商品のネット販売スタート！ 可児　良昭

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00273 有限会社井内水産 8120002048786 緊急事態宣言特別枠 水産卸売り業からの業態転換を、加工品製造と小売りのＤ２Ｃ化で実現。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00274 セブンツアーズ株式会社 1120901017088 緊急事態宣言特別枠 風通しの良いフィッシングクルーザーでの上質な旅事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00275 株式会社Ｈ・Ｉ・Ｋ 9120001104845 緊急事態宣言特別枠 外壁工事受注に向けたドローンの導入とデモンストレーションスペースの創設 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00276 ＣＨＩＯＣＣＯＬＡ 緊急事態宣言特別枠 飲食店向け仕込み代行サービスの開始、及び就労支援施設として開所 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00277 株式会社松前屋Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｃｏ． 7120001033740 緊急事態宣言特別枠 だしのうま味を引き出す技術を活かした「野菜で野菜を食べるドレッシング」の開発及びＯＤＭ事業開始計画 株式会社静岡銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00279 コンヌンタッカンマリ 緊急事態宣言特別枠 鶏鍋専門店によるローストチキンのテイクアウト専門店開業 仲下聖治
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近畿 大阪府 泉南郡熊取町 R2272S00280 株式会社中武造園土木 2120101040468 緊急事態宣言特別枠 造園から枝葉の産業廃棄物中間処理までをワンストップにて行う計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00281 有限会社ジェイシー国際教育学院 5120002072517 緊急事態宣言特別枠 新規オンライン音楽教室の立ち上げ 芹田　弦

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00283 株式会社冨士サプライズ 3120901038272 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓとともに、豊中市の顔となる「新感覚テイクアウト特化店」開設による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00284 三庄インダストリー株式会社 3122001002778 緊急事態宣言特別枠 オンライン環境の整備と粉砕機拡充による粉砕加工テスト生配信サービスの提供 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00285 中之島本南鉄火 緊急事態宣言特別枠 海鮮居酒屋店からウィズコロナに対応できる焼肉店への事業転換計画 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 高石市 R2272S00287 ＳａＱ　ｈａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 アレンジ着付けホームページ作成とオンライン着付け教室の提供 高石商工会議所

近畿 大阪府 門真市 R2272S00289 ＶＡＬＬＥＹ　ＪＡＰＡＮ合同会社 2120003015997 緊急事態宣言特別枠 貸スタジオでＳＮＳ・ＥＣサイトを世界に発信サポート事業 伊藤　幸子

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00291 神味堂製菓株式会社 5120001020484 緊急事態宣言特別枠 個包装需要への対応と新たな飴の製法で「神味堂ブランド」の確立 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00292 株式会社ｋｈｒｏｎｏｓ 1120001133570 緊急事態宣言特別枠 教育用オンラインプラットホームの構築による新分野の開拓と社会的課題の解決 森下　勉

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00298 株式会社弥生工務店 8120901036288 緊急事態宣言特別枠 置床工事と造作木工事を同時に提供し顧客満足度の向上と収益安定を図る。 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00300 株式会社浅田鉄工 6122001013847 緊急事態宣言特別枠 製造業者が３Ｄレーザースキャナーを導入し測量業を新分野展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00301 株式会社サンライズ 2120901028695 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジーをねらった就労移行支援事業への新分野展開 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00302 イルベッカフィーコ 緊急事態宣言特別枠 イタリアン専門店による「ケータリングサービス」と「酒類販売」事業 赤松　祐光

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00303 株式会社ファースト 1120001111741 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ時代に突入！電気通信工事事業へ進出で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 松原市 R2272S00304 株式会社ＹＵＫＡ　ＭＯＬＤＩＮＧ 4120101053377 緊急事態宣言特別枠 高度な樹脂成型技術を活用し、これまでにない保安用品を自社開発・製造 星　雄仁

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00306 有限会社ワークスエンタープライズ 9122002015609 緊急事態宣言特別枠 安心・安全で心まで元気な放課後デイサービスで地元に貢献 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00308 Ｍｉｒ　Ｓｙｓｔｅｍ株式会社 8122001030840 緊急事態宣言特別枠 制御盤配線作業と電気工事業参入による一貫体制の構築 中原　誠

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00309 ファニービー吹田 緊急事態宣言特別枠 非接触の感染症対策をした焼肉新業態の開発 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00310 スタジオエランドール 緊急事態宣言特別枠 会員制パーソナルジムが美の極みに導くセルフエステ事業 青松　孝典

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00311 まさもと耳鼻咽喉科アレルギー科 緊急事態宣言特別枠 医師監修による、新型コロナウイルス禍における非接触型エステティックサロンの運営 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00312 チェリージャム 緊急事態宣言特別枠 洋風居酒屋から、地元のニーズに対応したテイクアウト店への業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00314 ゲストハウスのんき 緊急事態宣言特別枠 木工などのワークショップ事業やレンタルスペース事業の新分野展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00316 コネクトイノベーション株式会社 3120901038264 緊急事態宣言特別枠 実質賃金と従業員満足度を　ＵＰ　するクローズド通販サイト　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00317 株式会社ビービーブリッジ 8120001193352 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設を一部改装し、２４時間３６５日通える個別トレーニングジム開設に業種展開をはかる 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00324 株式会社安治川商店 3120001028422 緊急事態宣言特別枠 鋼材調達力を生かした金属製インテリア家具事業への進出 下井　和也

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00325 味地歩心 緊急事態宣言特別枠 新鮮な魚をご家庭で味わえる鮮魚店の展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00326 株式会社ジャヴス 9120001098773 緊急事態宣言特別枠 小規模クリーニング業者向け機材レンタルシステムによる新分野展開 経営サポート株式会社

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00330 しえろ 緊急事態宣言特別枠 アイス屋開業で新たな収益モデルを確立。 和泉商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00331 宝島造形有限会社 4120902018958 緊急事態宣言特別枠 特殊塗装と真空蒸着メッキを融合させたビジネスモデルへの挑戦 山岸　祥治

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00332 株式会社アルティマイス 2120001189538 緊急事態宣言特別枠 全国の旬の魚をおうちで楽しむ！お寿司のきもちでみんな笑顔に！ 白川　淳一

近畿 大阪府 藤井寺市 R2272S00333 ティンク 緊急事態宣言特別枠
婦人服アパレル事業から、消費者ニーズに沿った「インナー・ランジェリー市場」への思い切った「事業転換」を目

指す。
大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00335 株式会社Ｊ・Ｓ 1120001215708 緊急事態宣言特別枠 海外セレブも御用達！チラコイド国内独占販売で飲食業の挽回！ 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 交野市 R2272S00338 株式会社お宿応援隊 9120001236548 緊急事態宣言特別枠 人材育成と中古品販売で旅館ホテルを応援する。 板山　翔

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00339 ナッツファクトリー 緊急事態宣言特別枠 世代を超えた「学び」と「快活」の工作工房とＣＯ２削減グッズ制作新事業展開 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00342 共立プラント工業株式会社 3120001001726 緊急事態宣言特別枠 冷熱コントロール技術を応用した新製品開発と新分野展開 北條　慶子

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00343 ソルビバ株式会社 3120001143428 緊急事態宣言特別枠 レストラン事業で培ったブランド力を活かしてヘルシーファーストフード店を展開する 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00344 株式会社ケイプコッド 2120901006313 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト、デリバリーの販売強化における店舗改造と新規機器の導入による売上向上計画 弓手　宏亮

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00348 Ａｒｍｏｒｉｃａ 緊急事態宣言特別枠 西欧で食文化として定着しているシードル（リンゴ酒）の店頭販売にビストロが挑む 税理士法人ＫＪグループ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00349 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｍｓ 緊急事態宣言特別枠 北新地の味をお手軽にお届けするために、百貨店の催事へ出張いたします。 藤田　航三

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00351 アンエヌヘアーケア 緊急事態宣言特別枠 ヨガ・ピラティスの非接触型シェアサロン事業への新分野展開 直井　郁洋

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00352 みなとピッツァ工房 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内しまなみ海道の食材を使った瞬間冷凍ナポリピッツァの製造とＥＣ販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00354 ＴＯＭＩＴＡＫＡ　ＤＡＮＣＥ　ＣＬＵＢ 緊急事態宣言特別枠 心身の健康を促す社交ダンスの強みを活かした、新たなスタジオ運営事業 谷口　昌史

近畿 大阪府 大東市 R2272S00355 株式会社赤井事務所 8122001016749 緊急事態宣言特別枠 興信所からサイバーセキュリティ分野への参入 大東商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00359 株式会社中嶋春秋堂 1120001008244 緊急事態宣言特別枠 ドローン操作やＣＧ作成を取り入れた体験型学習支援サービス・現代版てらこやの運営 中上　勝悟

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00360 株式会社ＴＭトレーディング 6120001181177 緊急事態宣言特別枠 メンズイタリア服専門店エキスパートが手掛けるペット服事業 廣田　貴雄

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00361 株式会社アユィ・コット 7120001141642 緊急事態宣言特別枠 ローカル地域で圧倒的低価格と先端的デジタルツールを利用した大衆焼肉店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00362 有限会社チカコオフィス 4120002051934 緊急事態宣言特別枠 フリー美容師の需要の受け皿となるシェアサロン事業 神原　陽平

近畿 大阪府 門真市 R2272S00363 木村酒類販売株式会社 7120001157325 緊急事態宣言特別枠 地域商業者と連携し、街の灯りを取り戻すコンサル事業の構築。 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00367 ロジカルインタラクション合同会社 8120103001553 緊急事態宣言特別枠 誰でも、何処でも、英語が学べる遠隔同時双方向システムの構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00369 中華バイキング　第一楼 緊急事態宣言特別枠 既存店舗の空きスペースを使った「焼肉店」新店舗事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00370 カシオペイア株式会社 1120001219072 緊急事態宣言特別枠 ＬＩＮＥチャットで相談できる「家事の効率化情報メディア」 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00371 ハナテンスリー 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店が紡ぐ「甘い物語」 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 藤井寺市 R2272S00373 唐髪屋 緊急事態宣言特別枠 大阪と島根、二つの【故郷】を繋げる物販情報発信基地の輪 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00374 株式会社ネクステラ 8120001195258 緊急事態宣言特別枠 スマートフォン・タブレット等のデータ復旧・パソコンを含むフォレンジック 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00375 ごちそうさま株式会社 7120901018832 緊急事態宣言特別枠 家ごはん需要増加に伴うデリカテッセン店舗の運営 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00377 ＵＮＩ 緊急事態宣言特別枠 美容と健康両面の効果を持つ酵素風呂サロンの開業 赤松　祐光

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00378 お好み焼き田 緊急事態宣言特別枠 飲食店から一次生産者と連携した食事提供型ダイエットジムへの転換 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00380 ｇｌｏｒｙ 緊急事態宣言特別枠 エステ事業への進出で美容室と美と健康を追求したコラボサービス展開 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00381 三恵北巽店 緊急事態宣言特別枠 焼肉店のＥＣ化と浜焼きスタイルによる業態転換 髙司　浩史

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00384 極楽レコーディングス 緊急事態宣言特別枠 地下の録音スタジオから、地上で風通しの良い明るくオシャレな多用途スタジオへの事業転換 藤田洋

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00385 リノアンドアイア 緊急事態宣言特別枠 おうちカフェ応援事業～独自焙煎技術によるスペシャリティコーヒー豆の販売 池田　和史

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00388 国本幸延 緊急事態宣言特別枠 自然派ワインと小規模生産者のシャンパーニュを扱うワインショップ ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00391 あんばい森之宮店 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から国産フルーツのソフトクリームパフェ専門店への転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00392 リッチローカル 緊急事態宣言特別枠 オンライン学習プラットフォーム［ＰＭ　ＯＮＬＩＮＥ　Ｓｃｈｏｏｌ］の構築 田中　徹

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00395 株式会社ＭＯＵＴＯＮ　ＳＰＡ 4120001142726 緊急事態宣言特別枠 健やかな暮らしを実現する施術を全国に！オンラインスクール事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00398 レイアップネイル＆ビューティー 緊急事態宣言特別枠 高機能脱毛機を導入し、新たに脱毛エステ分野に挑戦する事業計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00399 有限会社サンライズ 5120902000774 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の変化を見据え、安全安心な食品を飲食・小売できる拠点創出 太田　真行

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00401 エシン 緊急事態宣言特別枠 付加価値のある糸と最新の生地シミュレーションを活かしたオリジナル手織り商品の販売 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00403 吉田朝香 緊急事態宣言特別枠 バストアップ分野でのスキンケア技術を生かした新おっぱいサロン戦術 糊　智至

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00404 株式会社カルム 7120001207807 緊急事態宣言特別枠 セルフエステとオンライン配信を組み合わせ非対面サービスの提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00406 合同会社Ｐｅｉｎｔｕｒｅ 6120003008502 緊急事態宣言特別枠 非対面式のコンサルティングサービスへの業態転換の事業計画書 金　永哲

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00407 株式会社トータルフロー 6170001006932 緊急事態宣言特別枠 地域の水産物等を使用した食品製造開発・販売事業への業種転換計画。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00411 かわにし酒販株式会社 9120001022923 緊急事態宣言特別枠 創業１００年の安心で安全な商品選別を生かして『真の酒屋（店頭販売店）』を目指す！ 岸　錦

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00414 株式会社ジールスピリッツ 9120001186743 緊急事態宣言特別枠 セルフオーダー、クラウドレジ等を活用したウィズコロナの居酒屋運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272S00417 株式会社からだクリエイト 4120001160083 緊急事態宣言特別枠 和の食材を活かしたコッペパンの販売で事業再構築を図り地域貢献 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00418 株式会社プラウテック 4120001229192 緊急事態宣言特別枠 インバウンド簡易宿泊所からウイークリーマンションへ業種転換計画 税理士法人エール会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00419 株式会社はっぴぃａｎｄプロジェクト 7120001218861 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ導入した新しい終活ソフトサービスを開始 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00420 株式会社アクセスＤｉｎｉｎｇ 8120001216534 緊急事態宣言特別枠 食品ОＥМ事業所開設による飲食店舗以外の売上基盤確保。 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00424 マルセット合同会社 2122003001746 緊急事態宣言特別枠 競争相手の少ないシニア向けコロナ対応の高付加価値エステサロン 渡邊　海翁

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00426 株式会社リガール 1120901036328 緊急事態宣言特別枠 自社特製「たまごサンド」で挑む新事業展開による事業再構築計画 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272S00427 株式会社丹波屋 6120001049993 緊急事態宣言特別枠 精肉卸売業から小売販売、自動販売およびＥＣへの新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00428 株式会社アカルク 4120001226215 緊急事態宣言特別枠 ダイバーシティやＬＧＢＴについて学べるｅラーニングシステムの開発 徳野　文朗

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00433 たろうず 緊急事態宣言特別枠 地域に根付く居酒屋から地域の縁つながりで始まる家族葬 市山　優

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00435 ｍａｋｅ　ｉｔ　ｋｉｄｓ株式会社 4120001173234 緊急事態宣言特別枠 幼児から中学生が通えるデジタルアートプログラミング教室の開校 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00436 株式会社ヒサシ 9122001006047 緊急事態宣言特別枠 乳酸菌による「食の安全性」「食の未来像」への改革 田中　祥宏

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00441 美酒佳肴　しょうじょう 緊急事態宣言特別枠 割烹料理店の強みを活かしたこだわりのうどん店への事業転換 松﨑　孝泰

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00445 安藤製作所 緊急事態宣言特別枠 切削加工のＢｔｏＢから手作りのＢｔｏＣへの変化で新規顧客開拓への挑戦 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00446 株式会社グッドフィールド 1120001128471 緊急事態宣言特別枠 通販事業への展開及び河内鴨と五島うどんを用いた新ブランドによる中食販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00448 有限会社フィールズ 2120902019553 緊急事態宣言特別枠 宅配・テイクアウトを活用した飲食業態への事業再構築 坪田　亮介

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00449 株式会社山福 7120001210744 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを再利用した冷凍販売での売上向上 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 R2272S00454 有限会社Ｃｏｏｇｏ 3010602033807 緊急事態宣言特別枠 テレビ制作ディレクターがつくるクオリティの高い映像の配信事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00459 株式会社ＷｅｌｌＳｉｄｅＭｅｅｔｉｎｇ 6120001205200 緊急事態宣言特別枠 女性コミュニティを活用したＥＣスクールの開業によるコロナ禍の克服と既存事業の発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00461 株式会社ａｒｔｉｃａｌ 1140001084069 緊急事態宣言特別枠 次世代３Ｄ音響スタジオ構築による業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00462 北極星産業株式会社 6120001089263 緊急事態宣言特別枠 手作り冷凍オムライス等冷凍食品の開発・製造・販売にかかる新事業計画 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00465 株式会社キャスト・ワークス 8120001188708 緊急事態宣言特別枠 プログラミング教室の「講師養成」と「開業支援」事業 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00468 株式会社リック 8120001114853 緊急事態宣言特別枠 店舗型ホームクリーニングから無店舗・配達型事業者向けクリーニングへの進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 池田市 R2272S00469 ユタカ交通株式会社 9120901020084 緊急事態宣言特別枠 池田市井口堂一丁目焼き肉店出店計画 池田商工会議所

近畿 大阪府 大東市 R2272S00471 株式会社ＭＩＷＡＩＫＥＨＡＴＡ 7122001032490 緊急事態宣言特別枠 アロマ研究実績を活かす、香りを身にまとうアロマ洗剤の開発販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272S00475 株式会社ヒューマンハート 9120001214594 緊急事態宣言特別枠 五感に訴える垂涎動画で弁当デリバリー事業に参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00476 株式会社ｈｏｓｔｅｌｇｏ 6120001209762 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策に配慮したキャンピングカーレンタル事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00477 株式会社カラークリエイト 8120901018162 緊急事態宣言特別枠 地元デザイナー人脈を活用したカスタムＴシャツ等製作による事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00480 株式会社スザンヌ 5120901022002 緊急事態宣言特別枠 地方の空き家を利用しギャラリーを併設したバケーションレンタル事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00481 株式会社デザインブリッジ．ＪＰ 1120001202482 緊急事態宣言特別枠 既存事業を活かした非対面不動産賃貸仲介事業への業種転換 折原　麻衣子

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00482 やよい軒　池田　豊明 緊急事態宣言特別枠 状況に応じ柔軟に対応できる単一事業から事業の多角化への脱皮 中野　純一

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00485 株式会社マリン 3120001202712 緊急事態宣言特別枠 老舗スキューバダイビング事業者のワーケーション事業参入 須﨑　保弘

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00487 株式会社モリアン 8120001028244 緊急事態宣言特別枠 高性能・高耐久性スギ材の製造技術確立による業態転換 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00488 株式会社ワンベルウッズ 7120001112115 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティに特化したコミュニケーションアプリの開発 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00490 株式会社アムキャン 3120001123545 緊急事態宣言特別枠 水害時店舗用可変式止水板事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00491 いちごいちえ 緊急事態宣言特別枠 新店舗を立ち上げテイクアウト事業へ進出 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00493 町家ダイニング　ハナコ 緊急事態宣言特別枠 新鮮食材のテイクアウト及びデリバリーサービス事業への取り組みを行う。 山本　義範

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00494 株式会社大塚フーズ 8122002012788 緊急事態宣言特別枠 ＜地方創生＞愛知県の魅力発信に繋がる３毛作業態展開と子育て世代支援 税理士法人優和

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00495 株式会社Ｖｅｇａｓ 6120001146196 緊急事態宣言特別枠 セルフインディバによる完全プライベートエステサロン事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00497 株式会社Ｒｏｓｅｔｔｅ 1120001175869 緊急事態宣言特別枠 バスクチーズケーキの非接触型販売による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00500 ナックルポート株式会社 3120001057297 緊急事態宣言特別枠 経験を活かす！高品質なオンライン配信音響・舞台照明業務の提供 若狭　浩子

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00501 株式会社ＳＭＧ 1120001128232 緊急事態宣言特別枠 貸会議室事業のノウハウを活かした、コロナ禍に対応する非対面型サービスとしての貸スタジオ事業 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00502 株式会社ティーエスエー 9120001168394 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ戦略による特化型キュレーションメディアのＥＣ化 西川　弘晃

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00503 株式会社カラーズエンターテインメント 3120001138865 緊急事態宣言特別枠 中食事業モデル構築とインバウンド需要を見据えたアフターコロナ対策 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社
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近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00506 株式会社あらた 5120001164488 緊急事態宣言特別枠 淡路島洲本市でのペットと泊まれる料理旅館の運営事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00507 ナチュラルワダイニングワシン 緊急事態宣言特別枠 地元企業と共働き世帯をターゲットとした宅配弁当とテイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 門真市 R2272S00508 株式会社シーライズ 1120001174490 緊急事態宣言特別枠 自動車メーカー納品用内装材の製造でワンストップ企業への第一歩 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00510 有恒産業株式会社 1120001150896 緊急事態宣言特別枠 コロナで傷んだ商店街復興のための「Ｉｖｙｍａｌｌ」の開発 鯉淵　拓真

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00513 株式会社三和山本 5120901006681 緊急事態宣言特別枠 和洋菓子の両ジャンルを揃えたバリエーションに富んだ売場作りの実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00516 株式会社テイビョウ 3120001013011 緊急事態宣言特別枠 トンネル分野の建設に使用される加工筋製造・販売の新たな事業化 的場　俊雄

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00517 Ｂｏｎ　ｅｔ　Ｂｉｅｎ株式会社 6120001126330 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に対応したグランピング商品のサブスクリプションサービスの提供 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00521 株式会社Ａｄｄ　ｃｏｌｏｒｓ 7120001222145 緊急事態宣言特別枠 北新地での事業活動や働く人を支える、「ヒト」「シゴト」サポート企業へ！ 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00523 ライフシステム株式会社 4120001085909 緊急事態宣言特別枠 全世界へリアルタイムでライブ配信！「新・音楽、動画編集スタジオ」　事業 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00525 株式会社サイズ建設 5120101046520 緊急事態宣言特別枠 マンションフルリノベーション事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00526 ステージエム株式会社 7120001224190 緊急事態宣言特別枠 イベントとキッチンカーのコラボレーションによる事業再構築 ＭＡＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00527 アクア鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 既存の強みを生かしたトータルバックエイジング事業への転換 岡本　洋平

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00531 株式会社古川ちいきの総合研究所 5120001170098 緊急事態宣言特別枠 大阪発地方創生プロジェクト　シン・オオサカ＆シン・リンギョウＢｔｏＢｔｏＣ体制構築事業 山崎　宏造

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00533 ヤマネヤ 緊急事態宣言特別枠 飲食店による飲食店の為に飲食業界革命！ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00534 ＬＯＵＴＲＥ 緊急事態宣言特別枠 あなたの街へ出張カワウソ！密を気にせず人々を癒す事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00535 株式会社ｒｉｓｅ　ｖｉｅｗ 8120901030448 緊急事態宣言特別枠 防災士が行うスクリューウエイト貫入試験による地質調査事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00537 一般社団法人Ｆｅｓｔｉｖａｌ 2120905004973 緊急事態宣言特別枠 ネット販売に特化したコロナ禍における障害福祉サービスの提供 山田　雅夫

近畿 大阪府 交野市 R2272S00538 山野酒造株式会社 2120001147248 緊急事態宣言特別枠 独自性の高い新分野製品の開発 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00539 株式会社ソウア 3120001169076 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルスによる抗菌や除菌の需要増加にあわせた抗菌水の販売 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00540 シャン・ド・フルール 緊急事態宣言特別枠 「よもぎ蒸し」リラクゼーションで都会の人々のストレスを癒す！ 中井　康道

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00541 ふくだ鍼灸院 緊急事態宣言特別枠 ジムと施術との融合で短期間での治療効果を目指す施術所の創設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00545 ミックステイスト 緊急事態宣言特別枠 日本初の変わり種コロッケの工場生産化による卸売業への転換 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00546 株式会社エスペランツァ 6120001201728 緊急事態宣言特別枠 中食・内食を支える地域のセントラルキッチン事業 税理士法人岡本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00547 株式会社ドーモラボ 2120001134460 緊急事態宣言特別枠 看板販売屋が行う店舗外観装飾デザインの総合プロデュース 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00550 株式会社甲山屋 8120001079122 緊急事態宣言特別枠 小規模～中小企業向け新規受発注システム＆営業／販売支援サイトの事業化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00551 田中テント商会 緊急事態宣言特別枠 新たな挑戦：テントから看板へ！ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00554 よろず屋太郎 緊急事態宣言特別枠 新事業　動画コンテンツ販売事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00555 株式会社サザン・ディ・エス・クリエイト 4122001002769 緊急事態宣言特別枠 ＡＲ（拡張現実）システム導入と協業型ビジネスモデルによる新分野展開 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00557 ヘブンズキッチン 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業開拓の為の路面店舗への移店事業 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00558 株式会社タグオス 9120001153495 緊急事態宣言特別枠 「見守りタグ＆カードの販売」及び「民間救急《患者等搬送》事業」 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00560 株式会社Ｒ－ｓｕｐｐｏｒｔ 6120001227112 緊急事態宣言特別枠 「貸バーベキュースペース事業・デリバリー事業再構築」計画 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00561 株式会社ＡＯＡ 9120001175911 緊急事態宣言特別枠 求人広告代理事業と並行してコールセンター事業を行う事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00563 石鍋料理　健 緊急事態宣言特別枠 台湾料理店ならではの本気のタピオカ×鶏排（ジーパイ）のテイクアウト進出 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 R2272S00564 株式会社ｓｅｅｄ 5120101047171 緊急事態宣言特別枠 人と地球に優しい未来をつくるエシカル内祝いギフト事業 伊藤勢津子

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00566 株式会社サンワアイ 3120001183069 緊急事態宣言特別枠 発達障がいを持つ未就学児童が社会に適応できるよう支援するサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00567 株式会社ＧＥＳＴ 9120001107666 緊急事態宣言特別枠 遊興施設の空きスペースにテイクアウトを併設した飲食事業 渡邊　海翁

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00569 株式会社甲和ビルド 8120901033756 緊急事態宣言特別枠 『ふくろうのおうち』でＢｔｏＣ事業へ転換 大城　真樹

近畿 大阪府 門真市 R2272S00573 株式会社松下縫工所 4120001155620 緊急事態宣言特別枠 経鼻的持続陽圧呼吸器装着時における首等の苦痛を緩和する装具の開発と販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00576 ツナガル株式会社 9120001144115 緊急事態宣言特別枠 訪日観光客向けヴァーチャルトラベルプラットフォームの開発 辻村　登志子

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00577 三芝工業株式会社 8120001036560 緊急事態宣言特別枠 設計・溶接技術ノウハウを詰め込んだサイクロンで空気汚染へ貢献 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00580 株式会社Ｍｏｒｅ　Ｒｅｂｉｒｔｈ 5120001192233 緊急事態宣言特別枠 軽トラック改造型キャンピングカーのレンタル 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00581 株式会社ワイズデザイン建築設計室 6120001103544 緊急事態宣言特別枠 街活性化事業プロジェクト～空き家を有効活用し地域社会に喜んでいただく～ 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00582 川上圭 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを使った刺繡加工を、自社サイトを使って全国展開 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00583 有限会社Ｇ’ｇ 1120902012674 緊急事態宣言特別枠 ネット系婚活サービス事業 椎名　哲士

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00584 有限会社朝日エステートリサーチ 1120002053685 緊急事態宣言特別枠 有人コインランドリーで「街の見守りステーション」として地域活性化を目指す。 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00585 株式会社ロジエ 7120001176589 緊急事態宣言特別枠 バーをレストランに改装し、ランチとカフェで昼間の需要を取り込む 青石　吉司

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00587 株式会社ナガト 8120001150238 緊急事態宣言特別枠 セルフケアを目的とした整体体操教室を併設した整体院の開設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00591 川西フーズ株式会社 8120001184855 緊急事態宣言特別枠 食品総合卸による一般消費者への小売事業、調理品・惣菜の小売事業 渡邉　洋

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00592 株式会社五色堂 1122001002813 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子メーカーによる機能性表示食品の開発 経営創研株式会社

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00593 株式会社グレートステイ 7120001196901 緊急事態宣言特別枠 国内旅行者向け（日帰り含む）『大阪の文化×アウトドアサウナ』 税理士法人ソーケム

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00596 株式会社北斗精機 4120001168390 緊急事態宣言特別枠 養殖用魚餌の製造、販売 中野　和子

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00599 株式会社カーニバル 5120901043386 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるネット販売に特化した新しい就労継続支援事業所 山田　雅夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00604 株式会社ウインベル 3120001075002 緊急事態宣言特別枠 新素材　ＦＬＡＲＥ　ＦＯＲＣＥ®︎開発・販売プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00607 株式会社ノーザンライツ 4120001068822 緊急事態宣言特別枠 外国人留学生の採用支援を促進するアグリゲーションシステムの開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272S00611 株式会社をぐら屋 6120001000205 緊急事態宣言特別枠 眠りのコト消費化に対応する販売システム構築と顧客囲込み計画 米本合同税理士法人

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00613 ナディ 緊急事態宣言特別枠 革新的なラジオ波機器を使用したセルフボディケアサービス事業 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00615 株式会社北栄水産 5120901001971 緊急事態宣言特別枠 生簀及び活魚の置き活魚事業の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00617 株式会社ジャンティ 8120001129182 緊急事態宣言特別枠 プラットフォームによる社交ダンス界のイノベーション事業 亀井　芳郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00618 株式会社ディライト 7120001210736 緊急事態宣言特別枠 ＩＴエンジニアスクール事業ならびに制作受託事業 吉尾　正巳
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近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00622 株式会社福市 8120001119646 緊急事態宣言特別枠 中小企業のソーシャルビジネス化を促進するオンラインサロンの構築 ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00627 ランドコマース合同会社 6120003008386 緊急事態宣言特別枠 ＤＩＹ練習場を完備したモデルハウスを活用した住宅販売事業 山本　邦人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00630 グランブルー株式会社 6120001219282 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン導入による「お店の素材」販売事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 池田市 R2272S00632 オンヴゥミー 緊急事態宣言特別枠 ベビーカーを押したママが気軽に行ける、ママが働くママの店事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00634 有限会社しま 8120002070204 緊急事態宣言特別枠 新たな収益の柱を構築する、フルーツに特化したテイクアウト専門店の展開 税理士法人成徳

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00635 株式会社クレープ 3120901030213 緊急事態宣言特別枠 インターネットによる販路を構築する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00636 関西システム株式会社 7120001099427 緊急事態宣言特別枠 『ヴィーガン』の方などに合わせた本格中華料理をご自宅に提供 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00639 アクティブサポートかつき 緊急事態宣言特別枠 出張型の心と体の健康事業から実店舗開業で美容健康のワンストップ提供計画 植村　靖子

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00642 魚船 緊急事態宣言特別枠 食と運動で健康を支える－鮮魚店によるインドアゴルフ事業の構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00643 パーソナルジム千田 緊急事態宣言特別枠 地域ＮＯ．１パーソナルトレーニングジム計画 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00644 さぬき志度 緊急事態宣言特別枠 新開発の冷凍うどんの自社ＥＣサイトによる販売で売上拡大 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00646 ごえん 緊急事態宣言特別枠 料理人と学者の産学連携・新規乳酸菌で機能性発酵食品の製品化 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00647 株式会社太栄 6120001163877 緊急事態宣言特別枠 福祉事業に新規参入～地域活性化に一役を買う～ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00650 株式会社ｂｅ　ｓｔｏｋｅｄ 7120001216270 緊急事態宣言特別枠 オキドキレターパック事業（配置郵送備品事業） 平井　晃文

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00654 餃子立山 緊急事態宣言特別枠 実店舗の売上減少対策及び今後の事業拡大を目指したＥＣ事業の導入 和泉商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00655 株式会社興成 5120101022315 緊急事態宣言特別枠 保険介護事業から自費リハビリ市場へ参入による保険依存の脱却 トーマス株式会社

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00656 フォルクス 緊急事態宣言特別枠 ＵＶプリンタを使ってのオリジナルギフト・ノベルティを製作・販売 表　順一

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00657 イワソ 緊急事態宣言特別枠 Ａランクの社内衛生管理体制で解決するプラスチック問題への取組 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00659 ユーモア株式会社 3120001202266 緊急事態宣言特別枠 腸から健康に！「腸脳力」育成アプリ開発でＢｔｏＣ市場へ新展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00661 アート不動産株式会社 8120101022618 緊急事態宣言特別枠 不動産仲介業から介護事業へ、地域に愛される会社を目指し業種転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00662 株式会社コクサイ 2122001018395 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴによる販路拡大計画 杉山　史朗

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00665 株式会社リバーフィールド 8120901010219 緊急事態宣言特別枠 最新の窯と急速冷凍システムを用いた新商品と新サービスの確立 植木　心一

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00666 株式会社プレーティングシステム 4122001014582 緊急事態宣言特別枠 当社の既存技術を使い若者に向けたものづくりを伝授 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00667 株式会社ちあきコーポレーション 9120001121634 緊急事態宣言特別枠 クラウドサービスによる新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00668 合同会社ＰＬＵＭＥＲＩＡ 9120003010884 緊急事態宣言特別枠 マクロビ（発酵食品）を使った食生活改善のための料理教室でココロもカラダも健康に 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00669 ティーエーエヌジー株式会社 7010701029297 緊急事態宣言特別枠 声優朗読劇を活用した地域活性化事業（集客交流・旅行・観光） 豊中商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00670 カラオケ居酒屋ぶさいく 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つ！安心安全な「鶏焼肉専門店」への事業転換 小幡　兼志

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00671 ルセオグループ株式会社 4120001221406 緊急事態宣言特別枠 立地を最大限に活かした＜優雅な空間＞カフェ事業とオンラインで市場と繋ぐＥＣ事業で新分野の構築 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00672 株式会社ＰＲＩＤＥＳ 6120001220785 緊急事態宣言特別枠 プロラグビー選手の人生設計を支えるコーチングサービス構築ＰＪ 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00675 Ｏｒｉｓａｋａ　Ｂｒｏｓ株式会社 4120901016509 緊急事態宣言特別枠 ジビエを主軸にした焼肉直営店とＥＣサイトによる普及プロジェクト 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00676 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 緊急事態宣言特別枠 就労継続支援Ｂが型事業所の開設で、障がい者と一に夢を現実にする。 吉田　憲史

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272S00681 株式会社ベルエキップ 6120001162334 緊急事態宣言特別枠 接客力を活かしたライトカスタムカーの中古車販売事業 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00682 有限会社水城 6120102022924 緊急事態宣言特別枠 「消費者に新鮮な野菜を届ける！水なす卸売業から青果店への挑戦」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00685 株式会社エクシアス 7122001028695 緊急事態宣言特別枠 賃貸仲介事業からＶＲも活用し工務店事業も含めたワンストップサービスへの転換 矢本　浩教

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00686 株式会社ＲＩＮＧ 1120101061168 緊急事態宣言特別枠 遺品整理事業参入で、住宅関連の問題をワンストップで解決 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00687 けあねっと株式会社 4122001014979 緊急事態宣言特別枠 ゴミ散乱防止「組み立て式のごみ収集ネットボックス」の商品開発 税理士法人カオス

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00688 株式会社わっちょいＩＳＭ 4122001022478 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から「精肉店」および「テイクアウト・宅配事業」への展開 小池　知明

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00689 ｓｕｎ－Ｑ株式会社 8120001178626 緊急事態宣言特別枠 リアルからオンライン展示会への展開 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00690 青空株式会社 3120001109718 緊急事態宣言特別枠 民泊施設を改装して、バリアフリーに対応した個室レストランに転換を図る コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00691 ひととひと商会株式会社 7120001142418 緊急事態宣言特別枠 ＶＲ／ＩＶＲ技術を活用した不動産業×非接触型営業システム構築 有限会社関西中小企業研究所

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00696 義歯工房 緊急事態宣言特別枠 質の高い福祉サービスの提供のため生活介護事業への業種転換 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00702 株式会社テクリコ 2120001126986 緊急事態宣言特別枠 医療／福祉向けリハビリテーションシステム「リハまる」の製造販売 株式会社迅技術経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00703 有限会社日中総合サービス 5120002050027 緊急事態宣言特別枠 日本のアート作品を即購入可能！！中国向け越境ＥＣ連動型オンライン美術館の開発 矢本　浩教

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00706 ジャンゴトランスフュージョン 緊急事態宣言特別枠 地域の活性化をサポートする、「依頼主目線」の広告屋への業種転換事業 京都商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00710 ビッグ・リル 緊急事態宣言特別枠 トレーニング機器導入による健康時代へのサービス提供 永田　強士

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00007 サンワ工業株式会社 2122001003348 通常枠 空調設備工事用の厚物ダクトの製造・販売による売上拡大と工事の生産性向上 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00016 よさこい 通常枠 仕出し弁当等加工食品への製造販売と地元食材を活用した料理体験教室への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00018 株式会社日本コンクリートカッティング 8120001026009 通常枠 コンクリート切断機械用金属切断刃物の製造および販売 税理士法人　池田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00019 株式会社サントウ 2120001111113 通常枠 産業用ロボット向け生産プロセスの再構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00020 株式会社ｏｎｅＡ 3120001001404 通常枠 ウエルネス製品製造販売事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00022 大信製材株式会社 5120001031119 通常枠 産地と樹種が選べ、自ら加工もできる、国産無垢フローリングの製造・販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00024 有限会社上坊鉃工所 9120102019711 通常枠 難削材加工への挑戦による血液検査機器部品等の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00027 有限会社動力舎 4120002054912 通常枠 設備点検用ドローンを活用したタンク・煙突等の点検・非破壊検査事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 四條畷市 R2272U00032 えびの興産株式会社 7120001001540 通常枠 新分野「宅配軽トラック二次架装サービス」への展開 株式会社ディセンター

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00033 松岡金属株式会社 2122001032850 通常枠 アッセンブリ工程の内製化とデジタル化による直送体制の構築 近山　寿博

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00044 有限会社フェイスウィン 7120002041032 通常枠 デジタルコンテンツ販売及びＶＲ・ＡＲ技術を活用した実店舗とオンラインストアの融合 弓場　翔太

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00045 株式会社１０６デリカ 5120101061668 通常枠 加熱調理済みたミールキット商品の開発と販売 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00056 紀陽食品株式会社 3120901010735 通常枠 コロナ禍の中で新たに受注したプロテイン製品の自動製造ライン構築 岩佐　修二

近畿 大阪府 大東市 R2272U00064 石鳶機設株式会社 4122001016959 通常枠 希少設備の新規導入によるオペレーター付トラッククレーンリース事業の展開 山田　秀明
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近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00068 株式会社ａｄｖａｎｃｅ・ｎｅｘｔ 1120001205163 通常枠 トンネル工事経験を生かした汚染土・汚泥の収集運搬事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00076 株式会社フランホーム 9120101046756 通常枠 自己が保有する遊休不動産を活用して地元にグランピング施設を新設する新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00077 山内鉄工株式会社 8120101007453 通常枠 高減衰構造体アルミ部品の高精度加工による半導体分野への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00079 株式会社チャレンジ 7120101004311 通常枠 由良町レジャ施設開発並びにキャンピングカ－の展示販売 井上　泰正

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00080 村上鉄工所 通常枠 ＣＮＣ精密旋盤の新規導入による新たな長尺部品の製造・加工 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00083 ケイアイファクトリー株式会社 6120901017934 通常枠 農業用機械の金型製造工場が自転車部品の金型製造に新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 R2272U00084 株式会社八条 3120101053262 通常枠 Ｔо２０５０ＥＶステーション・家庭用ＥＶ充電器販売で１５０兆円市場へ挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00086 共栄精工株式会社 1122001020864 通常枠 鉄道車両の需要増に対応した大型ベアリング用冷間リングローリング機製造の実現 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大東市 R2272U00090 ヤマダシートメタル株式会社 9122001017093 通常枠 板金加工の生産性を向上させる自動搬送システム導入による業態転換 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00093 松谷　明 通常枠 ポストコロナ時代にも安心とぷち贅沢なひとときを提供する「ひとり焼肉屋」 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00094 スパイスキューブ株式会社 5120001211455 通常枠 養液培養装置を用いて６次産業化（食品開発）に取り組む 谷川　俊博

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00097 株式会社ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ　ＢＡＳＥ 9120901034118 通常枠 飲食店のコロナの影響を凌駕するためにビール製造業に業種転換し酒販を通じて売上を回復する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00101 株式会社レ・ソール 6120101051874 通常枠 ＩＣＴ技術を用いた貸農園の運営 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00102 株式会社ＭＴＳ 3120001193398 通常枠 社内製造部門の立ち上げによるロボット分野への進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U00104 株式会社大寅 6120001211941 通常枠 独自の中国関連人脈を活かした自社オリジナル家電の企画・開発とインターネットでの販売 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00108 トレンザ株式会社 9120001151821 通常枠 創業９０年老舗メーカーが挑むＡＩ採寸技術による独自のＥＣブランド構築事業 米田　大作

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00109 大利興産株式会社 4120101037074 通常枠 協力者の技術支援下で活性炭製造事業を新規に立上げ、協力者を通じて活性炭を販売 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00111 太洋マシナリー株式会社 6120001056619 通常枠 鋳物砂から遮水砂へ！「遮水沙製造用混錬機」の新規開発・販売 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00113 株式会社三星 4122001007306 通常枠 最新鋭マシニングセンター導入で、現有加工技術を活用し、新分野受注獲得を狙う 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00114 アイ・エス・エックス株式会社 4120001053411 通常枠 環境試験受託サービスへの新分野展開および受託開発での成長市場への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00118 大阪シール 通常枠 特許取得の「緩まないボルト・ナット」の自社生産・販売事業の展開 世古　建一

近畿 大阪府 守口市 R2272U00119 バンズエンジニアリング株式会社 9120001189894 通常枠 難削材の高精度加工技術の確立によるサプライチェーン毀損への対応 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 松原市 R2272U00121 ジオテクニカル株式会社 6120101027305 通常枠 三密回避や災害等の備えに必要なリモートセンシング技術と３Ｄデータの活用 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00124 株式会社フォレストパレット 2120001202291 通常枠 造成、植樹、樹木維持管理を一気通貫で手掛ける造園業の事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00125 株式会社ｌａｂ 5120001172391 通常枠 自然免疫活性化ブランド設立ＲＥＴＯＸ計画 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00128 有限会社坂口商事 6120002074157 通常枠 既存の北海道店と鬼怒川の新店舗で温泉付きグランピングを主に日本人向けに提供するホテルの立上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00130 株式会社竹延 9120001007998 通常枠 ＩＣＴ技術・ＡＩ技術を活用した建設現場のノンコア業務の効率化支援事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00133 大阪金型部品工業株式会社 1122001018033 通常枠 最新のマシニングセンター導入によるスピンドルユニットの中心軸の生産体制確立 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00140 株式会社吉岡鈑金工作所 6120101031331 通常枠 赤色の消火器格納箱の製造から、赤色と相違する色の消火器格納箱の製造への転換に伴う業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00144 株式会社エスケイオー 2122001017868 通常枠 ファスナーの研究開発型工場施設であらゆる分野の課題解決に貢献 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00146 磯笛 通常枠 高級海鮮テイクアウト、デリバリー事業への進出計画 島津　伊吹

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00148 株式会社豊亜精密 7122001007047 通常枠 コロナ対策で需要増加する空調設備に向けた新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00149 株式会社アリーヌ・インターナショナル・ジャパン 2140001100139 通常枠 紋甲イカの唐揚げ製造工場を構築し、内製化により事業再構築を図る 景山　洋介

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00153 大央工業株式会社 8120001084320 通常枠 世界的に需要が拡大するインダクタ用巻線機市場への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00154 阪神ローレルフーズ株式会社 4120001069259 通常枠 焼き肉店事業への新規参入に伴う店舗改修の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高石市 R2272U00157 株式会社つぼ市製茶本舗 5120101008438 通常枠 職場に安らぎと和をお届けする～「お茶ＦＩＫＡ」事業～ 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00158 オリムピア製菓株式会社 9120901009128 通常枠 センター入りチョコレート自動生産ライン導入による大手チェーン店向け製品の製造等の開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00164 イーコット株式会社 3120001011667 通常枠 摩擦攪拌接合機導入によるアルミ型材溶接の高精度な機械化の実現 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00165 株式会社足立鉄工所 3122001000377 通常枠 樹脂成形技術を活用し、釣用品市場への新規進出を通じた事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00166 マコム・プラニング株式会社 1120001089565 通常枠 １８歳以上の軽度発達障がい者を対象とした、就労目的の多機能型４年制カレッジを設立し彼らを納税者にする。 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 大東市 R2272U00170 東越化工株式会社 4122001015655 通常枠 環境にやさしい無溶剤塗装技術の開発・生産ライン構築による新規開拓 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00177 株式会社ｅｓ．Ｌａ　ｖｉｅ 2120001128017 通常枠 オンラインでの未病対策のためのオーガニック商品販売事業 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00178 ＪＫＣ株式会社 4120001169199 通常枠 ３か国以上の在日アジア人向け商品を揃えたスーパーマーケット 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00182 東邦インターナショナル株式会社 2120001085415 通常枠 ワイヤー・ケーブル業界向けＩＯＴプラットフォームサービスによる新分野展開 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00183 有限会社一条サイクルセンター 8120902005275 通常枠 スポーツ自転車におけるワンブランド特化！コロナ禍を乗り切るための建物改修・システム導入事業 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00191 株式会社ナック 7120001024657 通常枠 ベーカリー事業としてサンドウィッチ専門店の開業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00200 株式会社セイナン・ワークス 1120001194407 通常枠 ５軸加工技術の活用による水素エネルギー市場でのシェア拡大 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00203 株式会社アイエスオート 3120101052479 通常枠 地域企業と連携した総合ヨガスタジオへの新分野展開 ＳＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00210 大垣内和魂 通常枠 日本料理店から日本料理仕出し屋（宅配）への業態転換 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00211 株式会社ユウサイ 7120101022180 通常枠 ＢｔｏＢ物流から、ＢｔｏＣ物流を目指した「ＥＣサイト出荷代行サービス」への事業計画の発足 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00216 株式会社ＡＲＣ 3120101028603 通常枠 コロナ禍に必要な地域コミュニティ情報発信店舗とテイクアウト事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00217 株式会社Ｋｏ．Ｋｏ．Ｍｏよしもと 8120001167645 通常枠
―新しい可能性。エンタメカフェ×バーティカルメディアの活用で新世界の観光再生から生み出す地方活性化の拠点

の創造―
税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00219 株式会社杏栄 5120002009386 通常枠 人間の医療と動物の医療を融合した新しい動物病院 濱田　明久

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00220 ジーラボ株式会社 9120001154056 通常枠 スポーツチームの運営管理・ユニフォーム注文用システムの提供 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00222 森上玲子料理教室 通常枠 コロナ禍で受講者激減の料理教室からテイクアウト食品事業への転換 経営創研株式会社

近畿 大阪府 交野市 R2272U00223 有限会社コラボ企画 3120002077360 通常枠 ＩＴを活用した完全非接触型店舗への変革による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00225 株式会社ナカミ 3120101048279 通常枠 ニーズの高まるインフラ用重要部品等の製造体制構築に向けた新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00230 株式会社モビメント関西 3120902009280 通常枠 ＡＩシステム構築による「制服レンタルＡＩ検品プラン」 松浪　辰也
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近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00231 株式会社トラストレストランツ 4120001143063 通常枠 宴会主体の串カツ居酒屋からコロナ対応型焼肉店及び精肉・総菜・弁当販売店への業態転換 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00233 株式会社なにわ花いちば 9120001002818 通常枠 ＷＥＢセリを活性化する商材画像提供サービスの構築と関連した自動撮影機器の導入計画 池内　國雄

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00234 株式会社正英製作所 5120001020518 通常枠 脱炭素社会の実現に貢献する工業用水素燃焼バーナーの開発 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00235 東洋計装株式会社 5120101057658 通常枠 事業転換　三品業界向　協働ロボットシステム販売事業計画 宮本　和雄

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00236 株式会社岡添鉄工 8122001001123 通常枠 脱炭素に向けた風力発電部品の重要部品等の生産による国際競争力強化計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00237 大新産業株式会社 8120001020820 通常枠 中小製造業のミニＦＡ化を支える工作機械のリユース事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272U00239 株式会社プロトワーク 4120002078944 通常枠 人とデジタルが融合したスマート工場づくり 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00240 株式会社西野工作所 2122001019591 通常枠 高性能ＮＣフライス盤と立体マシニングセンタ導入による先進加工技術確立で水門部品の製造 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00241 株式会社ａｒｂｏｌ一級建築士事務所 6120001144712 通常枠 ミニマルデザイン建築を活用したトレーラーハウスの販売事業 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00242 昭和スプリング株式会社 3120001012558 通常枠 自動車部品の高精度ステンレス加工技術を武器に成長性の高い医療機器部品参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00245 株式会社ＭＲＳ 4120001170099 通常枠 渡航制限下でも付加価値の高いマッチングプラットフォームへの事業再構築 ストラーダ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00246 ＯＴＣＳ株式会社 6120001163423 通常枠 人気フードコーディネーターが教える食育料理教室で業種転換︎ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00251 株式会社さゝや陶器店 8120001079857 通常枠 キッチン付きフォトスタジオ新設し、写真撮影業及びその時間貸し事業を行う 下村　弘

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00252 株式会社ステイジ 6122001031584 通常枠 高精度貼箱の１個対応・即日配送を実現する新製造方法の確立 上田　寛実

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272U00253 株式会社トミックス 6120101035043 通常枠 ｅ－ｓｐｏｒｔｓを通して障がい者の社会性と可能性を生み出す事業を創出する ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00254 株式会社ジンオート 3120001160720 通常枠 ＩｏＴとＡＩを使ったＷＥＢ車検サービス事業 石　光仁

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00256 有限会社カミシゲ 9122002016994 通常枠 コロナ禍における最先端医療機器製品への新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U00257 エバーケミカル工業株式会社 3120101021401 通常枠 日系自動車部品のグローバル供給網を支える油剤の開発と新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00258 第一メリヤス株式会社 4120001149911 通常枠 淀川の葦糸を活用した防臭・抗菌性のある春夏用ニットの製造販売 松村　義信

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00261 株式会社土政建材店 8120101035297 通常枠 河内長野市初の産業廃棄物中間処理施設建設による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00262 株式会社合栄企画 8120001190861 通常枠 新たな食文化を創造する！大豆ミートで持続可能な食料供給の実現 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00263 株式会社三吉 4122001007355 通常枠 飲食店向け家具の製造から、物販店向け什器の製造への事業転換 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00265 Ｃ－ＷＥＬ株式会社 2120101048750 通常枠 半導体製造装置用シリンダーキャビネット製造技術の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00266 株式会社高速オフセット 9120001063629 通常枠 業界初！新聞印刷会社による無線綴じ製本関連設備の導入で抗菌・抗ウイルス印刷物分野への進出 立野　靖人

近畿 大阪府 守口市 R2272U00275 株式会社オートスピリット 5120001159901 通常枠 ショールーム開設による自動車タイヤ販売事業計画 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00276 ヤマト産業株式会社 1120001019142 通常枠 ＦＣＶ（燃料電池自動車）の燃料制御バルブを新たに製造し、クリーンエネルギー業界への参入を実現 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00277 株式会社テクノフオルムタニノ 9120101004813 通常枠 スマート農業促進へ寄与する高効率・高精度加工体制の構築による新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00285 株式会社ダイイチ 1120001020793 通常枠 液晶・半導体搬送装置関連モジュール・機械組立工場の新設と新規販売拡大の新事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00287 クランデーワールド株式会社 3120101044088 通常枠 需要が高まる冷凍食品市場に新規参入し、消失した機内食需要に代わる新たなビジネスモデルを構築する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00288 アンドルーチェ株式会社 9120001117599 通常枠 若年層向けの脱毛等３種類の新サービスの導入と定額料金での提供 若杉　拓弥

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00290 株式会社すばる 9120001145055 通常枠
大阪・新今宮初！「オンライン配信型イベントスペース事業」・卵不使用ヘルシー「もちもち天ぷらテイクアウト事

業」
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00297 株式会社ゼロエンジニアリング 5120101053921 通常枠 革新的・超高速凍結技術を活用した食品業界ニーズに対応した冷凍事業への異業種参入 加藤　永俊

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00301 ＧＦ株式会社 1120001115081 通常枠 廃棄野菜から生み出す自然循環型容器Ｖ．Ａ．ＭによるＳＤＧｓ実現事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00305 株式会社ユニバーサルグラフィック 7122001022293 通常枠 フィルム成形機の導入による自動車市場への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00306 株式会社ワコー 5120101034632 通常枠 高品質インスタントスペシャルティコーヒーの生産による新たな市場の創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00307 株式会社ヤサカ 3122001007629 通常枠 国内外で市場が拡大する小型モータ市場への参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00311 株式会社スペシャルアザーズ 6140001097495 通常枠 マルチレンタルスペースの運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00317 株式会社イデイ 8120001074577 通常枠 広告戦略ノウハウを活かした苗・生花のサブスクリプションサービス事業 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00321 ナカオ金属工業株式会社 3120101041754 通常枠 ＡＩを活用した塗装外観検査システムによる省人化の実現 近山　寿博

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00323 ミヨシ化成工業所 通常枠 生産現場のクリーンルーム化による製品ラインナップの拡充 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00325 株式会社テクノカンサイ 4122001004724 通常枠 最新ワイヤ放電加工機の導入と生産体制の刷新による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00326 亜木津工業株式会社 2122001014295 通常枠 ３Ｄプリンタ／３Ｄスキャン技術を活用した３Ｄエンジニアリングサービス事業 みらいコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 松原市 R2272U00327 コーマ株式会社 1120101025172 通常枠 最先端の生産体制構築と独自の特許技術により新たなソックスを開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00328 株式会社おいしんぼ 5120001149209 通常枠 旧事業脱却するテイクアウト唐揚店と粉ものバルへの新規出店事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00331 株式会社ノセ技研 8120901000624 通常枠 コロナ禍のウッドショックに対応した剪定枝を活用した新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 R2272U00335 有限会社アストロ 9120102013879 通常枠 独自ソーピング技術の活用による既存事業の付加価値向上とランドリービジネスへの展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00339 株式会社藤原電子工業 8122001023010 通常枠 プリント基板プレス加工技術を生かして発電タービン部品の製造等に挑戦する新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00342 株式会社旭鍍金工業所 9122001017597 通常枠 ３本のメッキラインを一新し高付加価値なメッキ加工体制を構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00343 清水住建株式会社 4120901030047 通常枠 資源プラスチックのトータルサポート 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00345 トンテジ 通常枠 民族衣装のレンタル及び撮影スポットの提供 辻　泰崇

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00346 株式会社光伸 8122001022615 通常枠 大型加工装置の導入による半導体製造装置市場への新分野展開を目指す 八尾商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00347 株式会社ハート介護 8120102022889 通常枠 強度行動障害にも対応した重度要介護者向け老人ホーム施設の設置事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00348 株式会社杉村製作所 7122001003946 通常枠 高品質・多品種・短納期でリチウムイオン電池生産用ロール研磨へ進出 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00349 有限会社ホウユウ 6120002044705 通常枠 自動車整備機器設置工事業から修理・メンテナンス業への事業再構築 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00350 株式会社千成屋 2120001082783 通常枠 ＩＴ化と商店街各鮮魚店の協力による回転寿司事業で地域活性化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00351 株式会社オフィステーマパーク 2120001160110 通常枠 デジタルトランスフォーメーションの活用とカシューナッツに特化した業種転換 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00352 株式会社エア 9120001192502 通常枠 ＩＣＴ建機を活用した高効率・高精度な情報化施工計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U00353 株式会社レストラン・シヤンソニエ 6120101040324 通常枠 本格フレンチをもっと手軽に楽しめるテイクアウトサービス 株式会社紀陽銀行
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近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00356 ルシール株式会社 7120001137236 通常枠 感染症対策を徹底した２４時間営業のトレーニングジム開設計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00357 株式会社ブリス・ダイニング 4120001161429 通常枠 伊勢志摩初のワイナリー設置。ワイン醸造事業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 R2272U00362 有限会社ツムラ本店 7120102014359 通常枠 安心安全めちゃうまい！合鴨肉の遠近両用販売事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00363 株式会社ガードロック 1120901005935 通常枠 不動産物件管理用スマートＢＯＸおよびその管理システムの開発と検証 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大東市 R2272U00364 アイティマシンワーク株式会社 3122001030184 通常枠 成長市場の試作品開発に対応するため、自社工場を建設して競争力アップ 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00366 バーバーモジャ 通常枠 コロナ禍での売上減少に対し健康と美に関する多様なサービスを提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00369 田中鉄工株式会社 6120101004782 通常枠 工場改修より温度一定化を図り、繊維機械アルミ部品への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00370 株式会社新和製作所 6120001003595 通常枠 曲げ加工体制を増強し、新分野へ参入する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00374 プラスコート株式会社 1120901030917 通常枠 個別品質管理実績とクリーンブースによる医療機器向け超クリーン塗装参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00375 エムシステム株式会社 7120001184732 通常枠 金属加工専門集団による自社製品「切粉圧縮機」の開発、製造販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00376 株式会社寿製作所 6120001147797 通常枠 多種多様な顧客のニーズに対応した変種変量生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00378 深空株式会社 8120001206956 通常枠 ドローンを活用した高精度航空レーザ測量と研修の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00379 有限会社ワコーメタル 4120902009370 通常枠 大型板金製品標準化の流れから脱却し、精密板金加工への挑戦 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00384 株式会社キムラテック 8122001001932 通常枠 半導体製造装置におけるサブシステムの高精度部品等製造による事業再構築計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272U00388 株式会社是永鉄工所 1120001026353 通常枠 脱造船を目指し、水素プラント用配管事業への新分野展開を図る ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00389 株式会社つむら工芸 1120001045502 通常枠 ＴＳＵＭＵＲＡオートメーションシステム（空間のロボット化のための汎用型空間演出制御システムの開発） 瀨戸　繁治

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00392 山栄総合開発株式会社 5120001152278 通常枠 農家が抱える問題の解決に向けたドローンを活用した薬剤散布による農業支援サービスの提供 市山　優

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00393 萬富商事株式会社 6120001090246 通常枠 中国語音声デジタル教材のサブスクリプション事業 原　和正

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00395 株式会社ＪＡＣＡＪＡＣＡ 2120001143503 通常枠 店舗兼工房を移転し新規にインテリア商品を直販し再構築を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00396 株式会社アドバンス 2120001121855 通常枠 都心において犬と泊まれる特区民泊事業～屋上ドッグラン‼～ 黒田　浩之

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00398 有限会社サニーホーム 2120002063056 通常枠 宿泊業をメインとした高級食パンのＯＤＭ事業立ち上げによる新たな販路の開拓 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00402 株式会社ケイビーフーズ 5120001119517 通常枠 仮想空間・マッチングアプリによる出会の仲介・能力共有 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00403 株式会社マッシュデザインオフィス 5140001103857 通常枠 おしゃれ空間をデザインし提供する淡路島西海岸ベーカリーカフェ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00405 第一樹脂工業株式会社 2122001019253 通常枠 脱炭素社会に取り組む自転車部品業界への参入計画書 税理士法人ＴＡＳ

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00408 株式会社宮田トラフィック 7120901016340 通常枠 保育園によるリハビリと園芸福祉に特化した通所介護事業の新展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00412 スーパープロジェット株式会社 7120001165410 通常枠 （仮称）旧西尾小学校跡地活用事業 藤山　浩泰

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00414 株式会社恵美須屋工具製作所 4120001049269 通常枠 省人化・効率化に向け需要拡大するロボット市場への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00415 株式会社キーマン 5122001001456 通常枠 耐震補強技術を活かした古ビル再生とワ―ケーション施設・滞在型ホテルの開発 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00418 株式会社バルニバービ 1120001087528 通常枠 地方創生と食を融合した独自サービスの開発による新分野展開 林田　高佳

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00419 シュレッド・サービス株式会社 6120901006730 通常枠 「味付きチーズ調味料」を生産者が直接消費者に販売する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00422 川瀬容器株式会社 6120001077152 通常枠 飲料用充填設備などを導入し、容器製造業のみから清涼飲料製造への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00424 株式会社クンテープ 3120001096592 通常枠 セントラルキッチンを導入し、タイ料理ファストフード店を展開する 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00426 株式会社ＭＫ開発 6122001031196 通常枠 コロナ対応型飲食店展開による新たな空き家ビジネスモデルの確立 國村　良二

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00428 株式会社博洋エンジニアリング 8122001012319 通常枠 医療分野の部品加工へ参入するための高精度加工機及び測定機導入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00431 ダイヤトレンド株式会社 5120001026515 通常枠 新型Ｘ線検出器及び収集基板の製造・販売事業及び応用製品の開発 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 守口市 R2272U00439 株式会社エムズコーポレーション 7120001159965 通常枠 新分野進出による反転攻勢と更なる発展を目指す 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00440 旭精工株式会社 2122001000205 通常枠 新たに「半導体・医療薬分析装置」の高精度部品を製作する業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00441 株式会社リード 8120001164592 通常枠 セキュリティ文化の変革のためのＩｏＴシステム販売への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00442 株式会社昌栄工務店 6120001153960 通常枠 建設業界から環境測定事業『アスベスト検査事業』への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00445 株式会社ＬＤＫプロジェクト 4120901033628 通常枠 高まるワーケーションニーズに対応した貸切別荘事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00452 富士テック株式会社 4120001021582 通常枠 厚板加工設備導入による、大型空調機器の製造体制構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00453 龍鳳食品株式会社 6120001072079 通常枠 非接触型　家庭用中華・薬膳総菜の持ち帰り専門の直営・ＦＣ店の展開とＥＣ販売 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00454 有限会社レイヤード 2120002068170 通常枠 ウェディング事業への展開 塩田　浩一

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00457 株式会社大阪プロジャパン 2120001170002 通常枠 パワー半導体製造装置に対応する高真空容器の革新的製造方法 西脇　義幸

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00458 株式会社米田電機 6120001198015 通常枠 世界初！洋上風力発電所向け超高容量の変圧器の開発・生産事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00460 大和化成商事株式会社 5122001004277 通常枠 ＳＤＧｓを根幹に備えた製品開発と非対面型ビジネス（ＥＣビジネス）の強化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00461 グローフーズ株式会社 3120101047586 通常枠 一般家庭向け肉加工品のミールキット製造・販売新規事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00463 株式会社ストリーム 3120901020701 通常枠 「ハーマンテディ」をテーマとした専門店とコテージの複合型事業計画 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00466 株式会社創英 9120001066128 通常枠 非接触型ワンストッププロモーションによる地域デジタルサービスの構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00467 イヌイ工業株式会社 1122001017745 通常枠 ＳＤＧｓ対応のライティングダクト製造技術確立による新分野展開 株式会社三十三銀行

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00469 アークリード株式会社 9120101034819 通常枠 ＣＯ２ゼロ熱源による新型加熱試験器の開発とＷＥＢ接客システムの構築 米田　大作

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00470 有限会社ティー・ケー・オーガナイズ 7120902022131 通常枠 食品工場新設による食材のＢ２Ｂ、Ｂ２Ｃ販売およびＦＣ事業の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00471 株式会社明和商会 7122001020297 通常枠 超厚紙対応印刷機導入によるデジタルに置換わらない通販用薄型段ボール箱市場への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00472 有限会社五大装飾 3122002000079 通常枠 新鮮魚介を利用した弁当、寿司、惣菜及び瞬間生冷凍食品の製造販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00478 大昌サービス株式会社 6120001178611 通常枠 高性能金属加工機械導入による移動販売車・キッチンカー製造事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00482 八尾自販株式会社 9122001020485 通常枠 最適配置提案型法人レンタカー事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00483 株式会社ＬＩＮＫ　ＦＵＮ 4120001211869 通常枠 陸上養殖の鮭を活用した一次加工品の加工販売事業への業種転換 藤原　和江

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00484 株式会社菱屋 5122001019820 通常枠 樹脂製品の新規企画・製造・販売による新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00485 株式会社松井製作所 2122001021234 通常枠 プレス製造ノウハウを活用した医療分野への新分野展開 株式会社エフアンドエム
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近畿 大阪府 豊中市 R2272U00487 株式会社グリーン・アート 8120901023559 通常枠 特殊素材による低コストイベントブース短納期設営体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00488 株式会社エムトピア 9122001001089 通常枠 遊技機業界専門の内製化されたトータル・サポート体制の工場進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00492 株式会社サワーコーポレーション 9120001149667 通常枠 地球益に尽くす洗浄装置のＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00493 観光人材株式会社 3120001188332 通常枠 リゾート型コワーキングスペースでレンタルオフィス業への転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00495 株式会社ＨＩＲＯＫＯＵ 4122001029630 通常枠 近畿圏建設需要に応える鋼製型枠製造事業への業種転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00496 株式会社竹原鉄工所 7120901001227 通常枠 部品製造のみから工場増設による「製造装置組立」事業への新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00499 エヌスタジオビル株式会社 4120001007061 通常枠 伊勢志摩・英虞湾の美しい景観を望むグランピングと日本的雰囲気の宿泊施設との融合 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 池田市 R2272U00501 チャーチ・オブ・プレイズ・インターナショナル 通常枠 徹底サポートで才能と可能性を引き出すｅインターナショナルスクールへの進出 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00502 有限会社ゴフクヤサン・ドットコム 6120002056849 通常枠 フォロワー８万人の呉服屋が始める「リゾート×キモノ」体験型写真館 淡陽信用組合

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00509 エヌ・エス・ケーニシダ工業株式会社 4120001075694 通常枠 主力商品であるアルミ意匠建材を更に進化させた新意匠の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00510 株式会社ハナフル 1140001103365 通常枠 高級フルーツ缶詰製造販売事業への新規参入による売上高のＶ字回復 尾崎　裕

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00515 株式会社足立商事 5140001101844 通常枠
コロナ等の外的要因に左右されない安定市場に新規参入！最長３年間保存可能な『災害備蓄用パン』の製造販売事業

の展開
兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00518 有限会社植村印刷所 7120002023609 通常枠 学習参考書印刷市場からパッケージ印刷市場への新分野展開 井下　佳郎

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00519 ベスト交通株式会社 1122001009305 通常枠 先進的な配車アプリによるレンタルサービスでタクシー業界に貢献 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00521 吉野ゴム工業株式会社 6120001036835 通常枠 日本の国土強靭化に貢献するハイブリッドゴム堰への新分野転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大東市 R2272U00523 有限会社ファインテック 5122002012213 通常枠 ＂Ｓｗｉｍｍｙ戦略”で「真空炉中ろう付け」への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00526 株式会社太陽マーク 9120001024250 通常枠 更年期女性対象の失禁ケア商品のブランド構築によるＥＣ販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00531 西村機工株式会社 5122001019589 通常枠 オイルタンク生産体制の事業化及び発電機製造市場への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00533 株式会社蒲公英 7120001155007 通常枠 コインランドリー事業を通して共働き世帯と高齢化社会の暮らしを支える ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00536 日光機械株式会社 4122001005978 通常枠 工作機械オーバーホールによる「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」の復活事業 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00537 大阪促成青果株式会社 4120001036993 通常枠 青果物荷受卸売会社から農産物売場トータルコーディネーターへの転換 有村　知里

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00538 株式会社川田製作所 6120101001664 通常枠 熱交換器の重要部品の２４時間加工の実現による量産化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00544 浪速運送株式会社 5120001046091 通常枠 エコビズボックス（物流用通い箱）のレンタルサービス業 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00545 株式会社東和インフォセービングス 6120001067731 通常枠 ＩＴ技術に強い印刷業者の、大容量データ送信サービス付帯の建築業特化型シェアオフィス展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00546 マココロ株式会社 4120001147964 通常枠 ウィズコロナ時代の全く新しい事業の飲食店をＤＸモデル店舗として開発する 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00547 株式会社爽美 4120001159984 通常枠 ボード自動加工機で総合工事業から生産用機械器具製造業へ転換！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U00548 株式会社三木製作所 1120101021782 通常枠 ＷＥＢ受注システム導入による金属製品のＥＣ事業進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00549 明治石油株式会社 5120001097226 通常枠 ガソリンスタンド事業から総合スポーツジム事業への新事業展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00551 株式会社宣伝館 8122001009554 通常枠 屋外広告検索プラットフォーム開設とデジタルサイネージ対応による新分野展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00554 株式会社ノムラクリーニング 9122001019692 通常枠 お客様の利便性を追求したネット宅配クリーニングサービスの立ち上げ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00556 株式会社成願 7120101044142 通常枠 アフターコロナ新時代に向けた衛生機能を付加したタオル、寝具製品の商品開発及び海外市場開拓 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00557 株式会社エイト 4122001017858 通常枠 通販サイトを活用した少部数冊子提供ビジネスモデルへの転換による新生活支援 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00558 株式会社ナクロ 3120001000876 通常枠 半導体製造装置用アルミニウム素材めっき部品の高効率大量生産に資するデジタル生産システムの導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00561 株式会社橋本製作所 8122001005941 通常枠 医療機器部品の製造への進出とそれに伴う設備導入及び建物建設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00562 和食ダイニングあご屋 通常枠 バリアフリー！一棟貸切！温泉付！家族全員で安らぎの体験！バケーションレンタル事業への展開 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00563 株式会社メタルドゥ 7120001040563 通常枠 レアメタルスクラップの高品質化手法の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00564 株式会社ケイプラスモールドジャパン 9122001025914 通常枠 特許技術の活用による半導体生産用治具分野への参入に伴う先端設備の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 交野市 R2272U00568 株式会社ＴＨＵＭＢ’Ｓ 2120001152413 通常枠 空き農家を活用した、仕事と農業が両立できるコワーキングスペース・シェアスペース事業 西松　あゆみ

近畿 大阪府 堺市南区 R2272U00576 日本スーパー工業株式会社 8120101005960 通常枠 新エネルギー分野の高精度燃料噴射部品を製造する新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00577 株式会社フィックスシーフーズ 3120001130418 通常枠 飲食事業者と一緒にコロナと戦う！地場生鮮野菜の加工・販売事業 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00578 丸楽紙業株式会社 5120001090197 通常枠 多量の定型紙と非定型紙を綺麗に電子化する紙電子化サービスの構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00581 株式会社愛フードサービス 7120001136238 通常枠 コインランドリー事業による継続かつ安定的な売上確保を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00583 ヒキタ工業株式会社 1120001008426 通常枠 ドローンによる地域活性化のための複合サービス施設の運営事業 大澤　悠

近畿 大阪府 門真市 R2272U00592 Ｔ．Ｍ産業株式会社 2140001056975 通常枠 外国人人材とともに成長する新たな縫製下請業への事業再構築 但馬信用金庫

近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00593 株式会社紀陽 9120101001901 通常枠 不動産事業参入により中古＋リノベーションの提供で販路を開拓する新事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U00595 株式会社カンノ 5120101047948 通常枠 貸倉庫を活用した廃棄物処理業への進出による地域社会の環境・衛生への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00607 株式会社たくみ工芸 9122001004629 通常枠 画期的塗装システム設備の導入による新しい塗装金物事業へのチャレンジ 貴田　典子

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00609 株式会社桃李 7122001027490 通常枠 桃李看護小規模多機能型居宅介護事業計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00610 株式会社ＫＤＲｌａｂｏ 6120001194939 通常枠
これまで歯科技工業界にない口腔内スキャナーを活用した製作法で、技工物の生産性及びクオリティ向上、

マーケットの拡大を見込む
大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00615 株式会社関西音楽事務所 4120001042439 通常枠 音声入力による個人向け食材管理アプリの開発事業 田中　弘実

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00616
株式会社ＧＥＮＥＲＡＬ　ＭＥＲＣＨＡＮＴ　ＥＸＣＬＵＳＩＶ

Ｅ
2120901028729 通常枠 メディカルウェアに特化したセレクトショップの新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00617 株式会社ＡＫＩ金型 5120001200730 通常枠 プレス金型製作で培ったノウハウを活かした医療・介護分野向け部品加工への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00618 皆見電子工業株式会社 1120001148718 通常枠 次世代パワーモジュール用回路基板製造技術の開発とプラント整備 若松　敏幸

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00619 有限会社西村工業 2120102016995 通常枠 薄板板金技術の強みを生かした建機部材の厚板分野への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00621 コウワ 通常枠 自社ブランド製品を確立してコロナに負けない会社作りを目指す 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00622 和弘プラスチック工業株式会社 4122001020688 通常枠 植物パワーの新忌避剤～植物由来の新成分で新たな安心をお届け～ 株式会社ブレインリンク
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近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00624 大一電機株式会社 8120001012743 通常枠 車椅子のフットサポート（足置き場）への銅メッキ処理による抗菌作用の実現 永和信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00631 ｆｌｏｗｅｒｃｏｌｏｒ’ｓ 通常枠 障がいのある方へお花の技術指導を行い、ウェルフェアトレードを実現できる就労支援事業所を作る 酒井　敏行

近畿 大阪府 門真市 R2272U00637 株式会社紀和製作所 6120001157318 通常枠 コロナ後を見据え市場拡大が見込める医療・衛生品分野の部品製造を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00640 株式会社楽園不動産 1120001153404 通常枠 千歳市での不登校経験者の居場所づくりと移住アドバイザリー業 市川　欽一

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00641 株式会社シンクパートナーズ 1120001124066 通常枠 海外向けＥＣサイトを活用した日本の菓子・飲料等の海外展開事業 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00647 光成薬品株式会社 9120001079435 通常枠 「医療機関・調剤薬局向け購買ソフトウェア」の新規開発 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 門真市 R2272U00652 株式会社広伸 3120001157452 通常枠 金属加工事業者の共同受注プラットフォーム開発による事業領域拡大 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00661 株式会社ＹＭＭ 2120101050731 通常枠 半導体製造機器の部品製造治具のテフロンコーティング事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00662 エネルギーパワー株式会社 2120001197879 通常枠 ＳＤＧｓとカーボンニュートラルに則した「再生可能エネルギー電源」の開発 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00665 株式会社ＨＣＩ 1120101039255 通常枠 飲食店の非接触化に貢献する自動配膳・下膳ロボット卸売業へ進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00666 株式会社ドリーム・ジーピー 3120001117828 通常枠 コロナ禍における健康促進に貢献する新商品による事業構造転換計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00670 有限会社淡路鉄工所 5120002026175 通常枠 溶接ロボット用途に加え介護ロボット用の新分野の部品製造を新たに開始 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00676 株式会社グランシーズ 9130001050106 通常枠 オリジナルテントによる非接触型「次世代グランピング事業」 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00680 株式会社バンブーフードサービス 2120001216985 通常枠 食を通じて、地域創生・飲食業のグループの創造 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00685 株式会社アルフレンテ 5120901018719 通常枠 小規模ワーケーションオフィスの体験・開設・運用サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00689 株式会社リミックス 5120001116712 通常枠 えんとえんを紡ぐパスタ工房＋αの創業 鈴木　繁伸

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00694 大和電化株式会社 1120001020934 通常枠 ハイニッケル用電気メッキ設備の導入による高付加価値なメッキ業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00701 ヴァンテック株式会社 4120101000783 通常枠 製品の高付加価値化による多品種少量生産と新市場開拓の実現 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00704 関西ツール工業株式会社 8122001008589 通常枠 自動化設備の委託製造を協力者の協力下で自動化設備の自社製造・販売に切り替える計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00705 株式会社石駒 5120101033469 通常枠 Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｓｔ　Ｇａｒｄｅｎ　老犬ホーム立上げプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00706 株式会社中西工務店 2120101058345 通常枠 誰でも簡単にオリジナルの図面を描ける新たなシステムの開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00718 幸真興業株式会社 2120001183945 通常枠 コロナ禍における飲食店の経営多角化を支えるためのレンタルキッチン事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00720 タフプレイス株式会社 9120001231508 通常枠 白浜で健康・癒し・効率をテーマにメンタルヘルスケアオフィスを運営 小松﨑　哲史

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00721 株式会社ティー・アンド・ティー 6150001013096 通常枠 フランチャイジー飲食店事業者による自社ブランド惣菜製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00722 株式会社ＮＥＸＵＳ 1122001032331 通常枠 卸売業でのノウハウを活かした、半導体製造装置部品における製造分野への業態転換 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00723 インフィニティ株式会社 1120001178649 通常枠 ＤＸを活用したＥＣサイト×高付加価値ショールーム事業 曽我部　聡

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00731 株式会社グローバー・ジャパン 4120001132322 通常枠 国内外に発信。キャンプを通して地方を元気にするＧ＇ＣＡＭＰ 中島　進

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00732 株式会社高橋楠 3120101004364 通常枠 伝統産業の堺打刃物において、卸から、世界と戦えるものづくり企業への転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00733 株式会社グラム 5122001026420 通常枠 テイクアウト用のパン・惣菜店を開業することによる事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 門真市 R2272U00734 株式会社大京精研 4120001156131 通常枠 専業塗装メーカーと連携することによる高付加価値加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00735 株式会社渡也建設 4120101057865 通常枠 生活介護・短期入所施設の「設計建設と運営」を通じた地域障害福祉への貢献 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00739 株式会社アンディ 5120001143426 通常枠 ナイト業界にクリーンなイメージをもたらすタブレット導入事業 立田　博久

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00740 エネワールド株式会社 2120001217752 通常枠 動画視聴をベースとしたスマホアプリ版オンライン環境エネルギー展の開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00741 株式会社アイレス 6120001112487 通常枠 カスタマイズ型双方向配信プラットフォームによる情報通信業への業種転換 森井　義英

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00746 Ｙ’ｓテクノ株式会社 5120001141421 通常枠 独自技術による、これまでにない交通安全反射板事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00749 株式会社園田製作所 3120001123479 通常枠 独自技術と産学連携による家庭・オフィス向け静電フィルターの開発 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00752 ＢＡＬＵＥ株式会社 9120901039554 通常枠 ビジネス用途のライブ配信向け環境整備のワンストップサービス事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00755 九州瑞穂株式会社 8120001049471 通常枠 医療業界のための錠剤金型事業への進出によるＶ字回復計画 株式会社大分銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00757 有限会社スピードレッド 3120002071132 通常枠 地域包括ケアシステムにおける地域ケア会議運営支援サービスの展開 税理士法人オフィス９２１

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00760 株式会社光立鐵工所 1120101002353 通常枠 高性能設備と工場を取得して、手がけたことのない自然エネルギー分野に進出しＶ字回復を図る 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00762 株式会社リ・レストフル 1120901027673 通常枠 自動車メンテナンス事業への業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00769 有限会社ジエーマエダ 3120002042918 通常枠 食品検査事業に新規参入し、食の安全・安心を消費者に届ける 西木　由行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00771 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｔ 7120001114029 通常枠 モミ殻天然シリカのオーダーメイド製造と品質保持の為の分析体制の構築 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00775 近藤鋼管株式会社 4120001043395 通常枠 高耐久パーキング資材の製造販売 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00777 株式会社ニューズ 8120001078710 通常枠 居宅介護事業者による共同生活援助及び短期入所施設の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00789 株式会社ベル 4122001006530 通常枠 ビルメンテナンスから介護へ　ひとづくりの会社が実現する愛と感動の介護事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00791 株式会社大阪歯切工場 1120001031964 通常枠 大型精密歯車分野への進出と社内ＤＸ化 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00805 荒木ミシン 通常枠 アフター（ウィズ）コロナの「就労継続支援Ｂ型事業所」を活用した環境整備事業 泉大津商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00808 株式会社河原工房 5120901015071 通常枠 欧州の田舎暮らしを実現するアンティーク家具・雑貨のレンタル・販売の開始 税理士法人北浜・中西会計

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00809 有限会社一の谷 8120002073537 通常枠 専用アプリシステムなどデジタルを駆使した、移動販売を強みとするパンの製造販売事業。 京都信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00811 有限会社小栗製作所 7120102025075 通常枠 竹パウダーの製造販売による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00812 株式会社俺たち職人．ｃｏｍ 2120101058576 通常枠 職人、フリーランスの為にシェアオフィス、コワーキングスペース事業 香川　浩祐

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272U00814 聖和精密工機株式会社 6120001026489 通常枠 当社のこだわり品質、切れ味抜群ブレッドカッター事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00816 株式会社ライフデザイン 5120901014552 通常枠 地元不動産業者とハウスメーカーが直接取引可能にするＤＸサービスの提供 髙見　典尚

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00818 有限会社Ｍ・Ｋ　ＳＱＵＡＲＥ 3120002063815 通常枠 ショールーミング型店舗展開とオーダーメイドサービスによるＤ２Ｃ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00824 株式会社クレイ 1120101033613 通常枠 ＳＯＦＩＸ（ソフィックス）有機標準土壌の製造販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272U00826 株式会社旭研磨工業所 1120001223537 通常枠 カーボン３Ｄプリンターの新規導入による試作品の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00837 株式会社トモエ 4120001035822 通常枠 『生活環境に配慮したジョイント用フランジ製造』 久田　輝雄

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00842 株式会社マネージメント 3120101057528 通常枠 淡路島の絶景テラスでワーケーションができるＩｏＴ×貸別荘事業 堺商工会議所
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近畿 大阪府 茨木市 R2272U00845 穴織カーボン株式会社 6120901010286 通常枠 需要の高まっている代替燃料ＲＰＦを独自製法により製造する計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00846 ニシキ合金株式会社 8120101038341 通常枠 高精度研削技術を活用した新規製品製造用金型による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00847 株式会社シーキューブ夢ハウス 7120101049884 通常枠 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ。ｗｅｂ活用、非接触の住宅会社紹介ビジネス ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00848 Ｍ・Ｙプレジャー株式会社 7120001116322 通常枠 老舗料亭が新しく作る焼き豚をＥＣサイトで物販することでＶ字回復する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00851 上野鉄工株式会社 4120901009033 通常枠 加工技術及び測定評価技術の高度化とＩｏＴを活用した医療機器分野に向けた新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00853 田中商事ロジスティクス株式会社 6120001204177 通常枠 軽貨物運送から一般貨物運送への転換で地域のニッチトップを目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00855 ミヤタ株式会社 7122001012328 通常枠 ３次元表面加飾工法を用いた脱プラスチック化促進による事業再構築 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00857 土地家屋調査士法人ＣＯＬＯＲＳ 9120005017291 通常枠 相続関係説明図を作成するソフトウェアの開発及び同ソフトウェアを販売する新分野の事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00860 株式会社Ｒｉｃｃｏ　ｐｌｕｓ 8120001170005 通常枠 レンタルスタジオとブライダル前撮り事業 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00864 株式会社神山鉄工所 3122001001615 通常枠 ＡＩ技術を活用したねじ全数検査サービス 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00871 森興産株式会社 7120001146162 通常枠 外国人材データを活用したスコアリング・エデュケーション事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U00875 有限会社白玉産業 6120002008164 通常枠 仕事はかどる街の逗留スポット、お風呂も入れるコワーキングスペース 青木　孝之

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00883 株式会社ピーテック 4120001108495 通常枠 ウィズコロナの時代に対応した健康管理機器の開発 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00886 株式会社プロキャリ・ライフケア 4120001177425 通常枠 メタセコイア並木に佇む「ユニバーサル対応型」アウトドア宿泊施設 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00897 インテグラル・テクノロジー株式会社 3120001123405 通常枠 ３次元ＣＡＤ形状の１次元変換で高速化を達成したＡＩの事業化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00899 株式会社日版プリント 9120001057606 通常枠 紙から透明ケースへ！ＵＶ印刷で環境負荷の低い付加価値事業へ！！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00905 奥田機械株式会社 6120001037610 通常枠 木材加工装置向け専用ロボットの開発・生産による新分野展開計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00906 株式会社ユーズテック 8120001006654 通常枠 医療ＩＴの強みを生かしたＰＨＲ情報基盤での事業再構築の挑戦 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00907 株式会社袴田興産 7120002069255 通常枠 地域に愛される安心安全な商品を提供する家族向け洋菓子店の出店 橋本　賢宏

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00910 株式会社ファロス 6120101022776 通常枠 管理医療機器等の製造・販売・貿易業で培ったノウハウを生かしライブコマース事業へ！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00911 株式会社アイズ 3120101058039 通常枠 地域に寄り添うバリエーション豊かな食パン専門店での新分野展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00916 株式会社ポアール 1120001006371 通常枠 農家の地位向上流通プラットフォーム及び時価シャーベットの開発 ＯＡＧ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00920 株式会社渡辺製作所 6120901026241 通常枠 顧客のアイデアを設計・製作するものづくりサポートサービスによる再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00927 株式会社山形鉄工所 2122001024600 通常枠 高品質な義足の普及促進の一翼を担い、人々の移動をサポートする 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00928 株式会社アイキ 4122001021802 通常枠 ５軸マシニングセンターの導入による総合試作事業の再構築を目指す 関西みらい銀行

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00930 ＳＣＳ株式会社 6120101048581 通常枠 既存事業継続のための重度・高齢者向けグループホーム市場への進出計画 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00932 株式会社ＫＳファシリティーズ 8120001212913 通常枠 プロ仕様の厨房を備えたレンタルスペースの貸し出し事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00941 新大阪シール印刷株式会社 3120001056068 通常枠 人体に触れる粘着フィルム製品製造とポストコロナを見据えたＥＣビジネス商材への即応 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00942 厚板プレス工業株式会社 7122001017616 通常枠 船舶の温室効果ガス削減に向けた代替燃料タンク製作事業 東潟　正治

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00944 株式会社村田機械製作所 4122001020275 通常枠 リサイクル工場用自動化ロボット標準ユニットの開発で資源循環に貢献 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00946 常盤ステンレス工業株式会社 4120001021013 通常枠 業態転換による低コスト加工の実現 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00947 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎｅ 8140001091158 通常枠 歯科医院向けＩＴソリューション事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00948 有限会社米田精密金型製作所 8120902020662 通常枠 高精度研削技術を活用した新規製品製造用金型による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00950 株式会社マーシャルワールドジャパン 2120001214519 通常枠 縫製・刺繍・プリント事業の内製化と新ブランド立ち上げ 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00951 あさひ高速印刷株式会社 6120001040936 通常枠 業界初、多品種小ロットに最適な可変ＤＭによる販促サービスの事業化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00958 株式会社アイ・シー・シー 3120001073154 通常枠 通販利用客向けのおもてなしコールセンター（アフターフォローコール） 井手　毅志

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00959 古賀印刷株式会社 4122001020911 通常枠 水なしLED-UV印刷製造方式での高付加価値印刷物提供による競争力強化事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00960 株式会社大塔テック 3120102021895 通常枠 耐圧性能を高めたホース継手の新製品開発による、特殊用途への新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00961 有限会社ＳＥＮＣＡ 7120002066657 通常枠 事業再構築補助金に基づく神戸弘陵学園学生寮新築・運営計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00965 株式会社毎日舞台 8120901008436 通常枠 消費者（個人）を対象とした、きもの・布製品の型染め商品の開発事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00969 株式会社セゾン企画 2120001154789 通常枠 既存貸家業の縮小とワーケーションニーズへ応需する宿泊施設の運営 大八木　勇毅

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00970 アルプス印刷株式会社 8120001032097 通常枠 感染防止対策グッズの企画・開発・製造・販売を行う新規事業を立ち上げる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00973 株式会社カネヨシ 1120001178509 通常枠 郊外型フードデリバリービジネスを活用した簡易宿泊施設の運営事業 山田　秀明

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00976 薮鉄工株式会社 1120101037738 通常枠 精度を必要とする建機用ギヤボックス等鋳造製品の加工での新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00982 株式会社ＰＬＡＮ－Ｂ 5120001124021 通常枠 簡単Ｗｅｂマーケティング総合ツール「ＩＲＯＨＡ」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 R2272U00983 大阪高圧ホース株式会社 8122001015164 通常枠 高圧ホース製造に必要な金具の製造事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00984 株式会社物研 7120101020952 通常枠 常温倉庫から冷凍・冷蔵倉庫による食品ＥＣ物流の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00987 株式会社テツ 4120001100543 通常枠 ＮＣ加工機を導入し、高速道路のＬＥＤ照明柱の製造に進出する事業 山口　武志

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00993 大信ペイント株式会社 6120001056560 通常枠 塗装ロボットＳＩｅｒ事業へ業態転換するためのデモ機体験体制の構築 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00996 株式会社ＭＡＷ 5120001137329 通常枠 Ｔシャツの受注から制作までオンラインで自動化する新業態への転換 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00997 株式会社セルビス 1120101003698 通常枠 少量多品種から大量生産対応型　新冷凍食品工場建設 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 松原市 R2272U00999 株式会社ビー・エム・シー 6120101005855 通常枠 大手衣料品メーカーのＯＥＭ生産事業者が始めるＥＣ直販事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01000 有限会社川端商店 9120002021577 通常枠 内面研削盤の導入で産業用機械から人々が接する機械への製造に進出する。 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U01004 大塚金属株式会社 4120101036002 通常枠 新型レーザー加工機を導入し金属材料卸売業から加工製造業に転換を図る。 大元　相

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272U01005 株式会社東海医療グループ 6120001137402 通常枠 医療と連携した予防医学に基づくフィットネス事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01022 帝国イオン株式会社 8122001004695 通常枠 独自めっき技術をブランド化した製品の販売によるＢｔｏＣ事業への進出 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U01026 株式会社ツカサ 1120001008079 通常枠 業界初、安全・品質・環境に優れた「アルカリ性電解水」をねじ配管洗浄剤に応用し販売する新規事業立上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01028 葵精機株式会社 5122001014656 通常枠 卸売業からリチウムイオン電池等製造業への新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01037 株式会社大阪設備 7120001172852 通常枠 防火ダクト製品等の製造への参入による製造業分野の強化と高収益な事業構造への転換 大串　智之
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近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01040 株式会社ＨＥＰ　ＪＡＰＡＮ 7120001171318 通常枠 料理レシピ等のサイト有料化に対するサブスクリプション事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272U01049 株式会社ザ鈴木 7120001155799 通常枠 機能性海苔味付け加工機の製造販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01053 株式会社グリーンハート・インターナショナル 6120901006251 通常枠
汚水浄化循環再利用の「水土浄化システム（技術特許）」自己完結型（ＳＤＧｓ）のエコトイレ処理ユニットの新商

品開発と販売
尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01055 株式会社ケイアートファクトリー 6122001009192 通常枠 安心、安全と美味しさにこだわった冷凍オーガニック餃子を日本中に広める事業 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U01060 山下食糧株式会社 2120001013904 通常枠 米とおかずの相性を見極めたおにぎり、お弁当等製造による食品加工業への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01066 株式会社壱心 4120101057477 通常枠 ジャストフレア工法による加工管の製作及び製架台・タンクの製造 堺商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U01072 有限会社神戸ドンバル 9120102023465 通常枠 配送業の経験を活かし、食品製造業へ転換し、学校給食への参入に向けて挑戦する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01077 プラスウイン株式会社 9120001130767 通常枠 ライブ公演を中核としこれに飲食サービスを融合した新たなエンターテイメント空間の提供 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U01080 有限会社なかの満 6120002045538 通常枠 回転寿司新規出店 関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01081 東洋技研株式会社 3120901007665 通常枠 食と連携したＡＩ導入最先端フィットネス事業～商店街活性化計画～ 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01083 東新化學株式会社 6122001005365 通常枠 新素材活用によりＣＯ２発生を削減するプラスチック容器製造への進出 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01084 株式会社クオート 2120001181395 通常枠 島根県隠岐諸島における美・食・住サロン展開と過疎地活性化イノベーションの創生 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01090 株式会社一ノ瀬 1120001041311 通常枠 世界初！自動決済システム、配管機材特化型ホームセンター 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01095 株式会社ＭＥＩＫＥＩ 6120001212163 通常枠 外資企業（中国・ベトナム）の日本進出支援事業 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01099 株式会社ライフＬＡＢＯ 8122001034890 通常枠 マテリアルハンドリング機器の総合提案による物流改革事業 岡本　理博

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01105 株式会社ノダ 2120001021287 通常枠 紙器、ダンボール市場への新規参入によるコロナ禍の克服と事業の発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01106 大野道場株式会社 5120001162905 通常枠 親子向けオンライン運動指導サービスの提供を開始し既存事業の業績悪化をＶ字回復させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 高槻市 R2272U01109 株式会社ＳＫＹ 2120901033175 通常枠 感染症耐性が高い一棟貸しヴィラタイプのグランピング施設運営事業 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U01118 株式会社古川工務店 5120101056437 通常枠 コロナ禍で毀損した内装工事業から、隣接する２店舗でカフェとエステサロンを営む新規事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U01125 ニューレジストン株式会社 9120101038357 通常枠 超高性能・超耐摩耗性研削材の開発による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U01127 株式会社アイキャット 7120001110606 通常枠 簡便・迅速・高精度な現場即時リアルタイムＰＣＲシステム事業立上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01133 ＵＮＩＸ株式会社 4120001142453 通常枠 １８歳以上が対象の介護福祉事業に業種転換しＶ字回復する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 R2272U01134 有限会社佐藤精密鈑金 6120102026966 通常枠 受託加工業から自社ブランド製品を製造するメーカーへの新事業展開 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01135 有限会社デコラティブモードナンバースリー 1120002044750 通常枠 製造メーカーからサスティナブルな物づくりをリードする会社へ 山本　哲郎

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01141 株式会社セレッジ 3120901017334 通常枠 越境型外国籍人材（高度人材・一般人材）採用プラットフォームシステム開発・運用 寺島　義雄

近畿 大阪府 門真市 R2272U01142 株式会社冨士テック 5120001158110 通常枠 板金加工技術と機械加工技術の融合による多品種・小ロット製品の新分野展開 松下　隆信

近畿 大阪府 門真市 R2272U01144 大日自動車株式会社 5120001196234 通常枠 板金塗装事業に新たに取り組むことでトータルサポートを実施 金園　英也

近畿 大阪府 和泉市 R2272U01149 株式会社フィオーレ 7120101046790 通常枠 心を癒すアートフラワーの創作キットで通販事業へ新規参入 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U01151 村川歯科 通常枠 お口の専門家によるいびき軽減予防治療及びホウレイ線治療 合田　淳華

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U01153 石津たか長 通常枠 和菓子への進出による勾玉カシューナッツを堺市の銘菓にする計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U01159 太陽パーツ株式会社 7120101004708 通常枠 ロストワックスに新規参入による、医療用・ロボット関連部品製造の強化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01164 アンダーデザイン株式会社 6122001000201 通常枠 ＢａＢａＢａ事業とワークアンドアートスペース事業の新規事業開発計画 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01173 株式会社アイパック 5122001000037 通常枠 クライアントニーズに対応するため大型トムソン機導入による加工事業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01174 株式会社やまつ辻田 2120101009645 通常枠 希少山椒の革新的加工方法によるプレミアム商品開発と産地の活性化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U01179 株式会社ＳＴＥＰトラベル 9120001109613 通常枠 高齢者向けアプリを活用したサービスの提供による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01180 株式会社我楽多 5120001022927 通常枠 リハビリに美容の魔法をプラスするデイサービス事業 小町　なぎさ

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U01185 向陽エンジニアリング株式会社 9120101002180 通常枠 デジタルエンジニアリングを活用した精密切削加工事業の展開 日下　一郎

近畿 大阪府 摂津市 R2272U01196 エービーシーエンジニアリング株式会社 8120901009070 通常枠 「アルカリ電解水」製造装置開発で画期的な切削液や洗浄液による新分野展開 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U01198 株式会社オーエスデザイン 6120001207816 通常枠 沖縄県産島野菜を活用した高付加価値健康食品の開発及び製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01200 フォーワールド株式会社 6120001025094 通常枠 地方自動車学校の経営再建を通じた事業多角化と地域貢献の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U01203 株式会社光永鋳造所 8120001049595 通常枠 水素ステーション及びインフラ関連部品を製造するための業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 松原市 R2272U01205 株式会社ワールドコウゲイ 4120101025921 通常枠 デジタルプリント壁紙事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01207 有限会社レスレストン 5120002066502 通常枠 非対面・非接触でオーダーシャツを販売する新サービスを開始し業績をＶ字回復させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01209 おかもと歯科医院 通常枠 「治療・ケア」から、口腔機能「育成」へ──新しい業態の歯科医院「お口の健康塾」 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U01212 株式会社共栄 4120001020048 通常枠 継ぎ目のない深絞り加工部品の供給で医薬品業界へ新分野展開を図る 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U01217 有限会社アールインターナショナル 7120002061682 通常枠 環境問題に貢献！自動車輸出業者による鈑金塗装への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01223 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 2122001014972 通常枠 店舗内装工事の一部内製化による短納期化計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01224 株式会社ｔｅｎｆｏｌｄ 2120001216721 通常枠 投資用収益マンション売買に特化した革新的マッチングサイトの開発計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01225 株式会社ツダキ 1120001139130 通常枠
自社テナントビルをショールーム化して、コロナ禍で空室埋めに困窮しているテナントビルを高入居率にする新分野

事業
田中雅大

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01237 オツカ工業株式会社 6120001017083 通常枠 「あんこ」に特化した和菓子販売ＥＣサイト「一期一会、和菓子との出逢い」の構築事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01241 株式会社超克 9120001196759 通常枠 コロナ禍で増えるＥＣサイトの費用対効果を高めるデザインリサイクルプラットフォーム 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01246 メロディアン株式会社 8122001020296 通常枠 ＭＡ－Ｔを活用した抗ウイルス・口腔ケア製品の新規展開 税理士法人吉城會計事務所

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U01252 株式会社サロンドロワイヤル 4120001009801 通常枠 日本初。ピーカンナッツ殻割加工から手掛けるナッツ産業への挑戦 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 池田市 R2272U01253 ＵＳボーカル教室川西校 通常枠 阪神電車尼崎センタープール前駅周辺で入浴サービス付き半日デイサービス 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 R2272U01257 有限会社上手工作所 8122002001072 通常枠 安心ヘルシーなからだ想いの料理と心を癒やす空間でディスカバーＴＯＹＯＮＯ！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U01263 谷野毛織株式会社 5120101037107 通常枠 寝具の受託生産事業者による防災用品の開発・製造・販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U01264 ＩＥトレード株式会社 4120001144391 通常枠 自社製造の高品位尿素水で地球環境を守る！船舶事業者向け尿素水で世界の海に挑戦！ 尼崎信用金庫
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近畿 大阪府 吹田市 R2272U01265 株式会社ステップ 1120901006941 通常枠 オンライン展示オークション配信設備システム導入による新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U01268 株式会社南共 9120901011389 通常枠 ひかり大正プロジェクト～遺体安置のアウトソーシングサービスの実施 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01272 株式会社ロングス 8120001164023 通常枠 ＥＣサイト構築とメイドインジャパンブランドで卸売業から小売業への転換事業 田中　宏明

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01278 株式会社ミッレサポーリ 6120001199418 通常枠 料理教室、撮影スタジオ、及びショップ運営で繋がる事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 R2272U01286 野原興産株式会社 1120901025181 通常枠 複合レジャーサービスと融合したコワーキングスペース事業の展開 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01289 株式会社日本電装 2120001110858 通常枠 ＤＸによる次世代総合型ＶＲプラットフォームの構築 石黒　健太

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01314 株式会社柳田製作所 1122002014989 通常枠 大型タンクローリーのタンクを再利用するリニューアル事業への進出 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01315 大興印刷株式会社 9120001017989 通常枠 印刷請負から脱却し、学べるアナログゲーム事業を創出する 若松　敏幸

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01319 株式会社ＹＳＫ 7122001020685 通常枠 ＣＮＣ立型複合研削盤を使った高精度（μｍｍ単位）内外径研削加工部品での新分野への参入 伊万里信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U01322 株式会社フルスイングアカデミー 3120101041044 通常枠 障害児童を受験まで導く革新的な放課後デイサービス事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01328 有限会社神吉 8120102006784 通常枠 ショールームの建設による車両販売とオンライン商談事業の実施 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01329 因幡鍍金工業株式会社 6120001016845 通常枠 マイクロめっきによる次世代通信基地局に向けた部品製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 R2272U01334 能勢酒造株式会社 7120901021258 通常枠 地域の農産物を活用した果汁飲料の特産品プロモーション事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U01335 有限会社水野工業所 1120902001586 通常枠 食品機械部品の下請け業者から建設構造物への事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01338 株式会社ＩＧＮＩＳＹＳ 9120901041072 通常枠 動物向けオンライン診療システム　飼主と獣医師をもっと身近に 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01341 株式会社トクピ製作所 1122001022654 通常枠 極低温工業用液化ガス高圧ポンプの開発による新分野展開事業 株式会社中国銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01343 大松総合事務所株式会社 2120001138255 通常枠 ゴーストレストランと地域に密着したハイブリッド運営型施設の運営 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01350 合同会社ＦＯＲＴＨ１ 7120003016347 通常枠 イタリアンバルの新設による既存のバー事業との相乗効果計画 岨中　良太

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U01358 有限会社ティエフピーワイズ 7120002077860 通常枠 ＢＡＮＺＡＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ（おばんざい製造・配達サービス） 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01359 株式会社ダイジェスト 7120001134233 通常枠 松原市ゴルフスクール、２４時間フィットネス新規出店計画 甚田　隆康

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01362 国陽電興株式会社 2122001002639 通常枠 照明ポール製造の技術を生かしてスマートポールの製造販売へ展開するための事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01369 株式会社サンポリマー 3120001097707 通常枠 ハンバーガー店の開業及びＯＥＭ展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01373 株式会社ＴＨＥ　ＭＡＲＴＩＮ　ＬＡＢ 7120001190185 通常枠 全国初！地域経済と若者の雇用を実現する SDGs LINK LAB 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01383 株式会社ロブ 6120001195045 通常枠 ステージを併設した飲食物を提供するカフェ「ａｅｒ－ｕ　ｃａｆｅ」の運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U01385 焼肉ホルモン進 通常枠 コロナ禍により高まる内食産業の需要に対応、精肉店への業種転換 竹内　友章

近畿 大阪府 大東市 R2272U01387 有限会社フォー・ウエムラ 1122002012712 通常枠 テーマパークにおける設備の整備および抗ウィルスコーティング業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01394 株式会社プレシオ 7120001119457 通常枠 海外対応のオンライン型レッスン管理クラウドサービス 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01396 株式会社オークン 2120001189653 通常枠 ヘッジファンド向けのバックオフィスシステムの開発事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272U01403 有限会社フレックス 5120002015871 通常枠 ２４時間介護と医療のサポート付き小規模シェアハウス事業 税理士法人ＦＣパートナーズ

近畿 大阪府 池田市 R2272U01413 株式会社プラステコ 6120901022546 通常枠 生分解性樹脂の発泡ビーズ成形による最終製品の開発及び、量産用システム開発製造事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01414 株式会社ＪＡＣＫ　ＬＩＳＴ 2120001194422 通常枠 ビッグデータ＋ＡＩ　を掛け合わせ、笑顔の絶えない老後生活 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01428 株式会社トーン・アップ 2120001085951 通常枠 広告制作会社が、企業向け動画担当者を育成するスクール事業で事業再構築 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U01429 株式会社佐々木製作所 5120901023900 通常枠 市場にはない局所熱処理技術の開発による新たな事業領域への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01434 株式会社国際グループ 4120001211118 通常枠 台湾特化型”カステラ””から揚げ”食料品製造小売テイクアウト事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01438 株式会社エンジェル 2120901015339 通常枠 難病患者専門老人ホームの設立 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 松原市 R2272U01441 株式会社３Ｃ工芸 7120101053936 通常枠 塗装事業への新規参入による別注家具業界におけるハブ機能の確立 岩﨑　大

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01445 マジア東京株式会社 2120001192070 通常枠 「地方創生」を目的としたした淡路島西海岸におけるグラスボートによる海洋観光事業計画 小松原　史雄

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01467 株式会社オキナ 6120001022744 通常枠 感染予防対策携帯用商品　手指消毒剤 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00003 合同会社Ｃｏｂｅ　Ａｓｓｏｃｉｅ 2140003013280 緊急事態宣言特別枠 オンライン完結型の成長支援・人材紹介エージェント事業への業種転換 マジェステ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00004 炭焼き　つくねや　まいど 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーでのプルドポーク弁当販売 馬場　健志

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282S00006 旅荘　さこ 緊急事態宣言特別枠 香住で捕れたジビエ（鹿・猪）を使った食肉加工製品製造事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00007 株式会社ヤマネフード 8140001101899 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代を生き抜く居酒屋からの業種転換としての民泊事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 淡路市 R2282S00008 アティテュード株式会社 3150001020582 緊急事態宣言特別枠 デザイン事務所が運営するクリエイティブな宿泊施設 中島雅博

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00009 株式会社ほうらく堂 5140001015400 緊急事態宣言特別枠 神戸産の原材料を使用した神戸スイーツ（いちご大福）の開発 西口　延良

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00010 株式会社ラブノーツ 4140001064514 緊急事態宣言特別枠 技術教育コンテンツの販売と教育指導者養成事業への転換 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00011 リ・レント有限会社 9140002065928 緊急事態宣言特別枠 自社所有建物を貸会議室にする改修工事計画 税理士法人ＯＧＵ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00012 アミティエ外国語教室 緊急事態宣言特別枠 小学生対象の英語とプログラミング教育の特化型教室の開設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 R2282S00013 ａｎｄｈａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 最新のミックス脱毛施術によるバーチャルサロン 小川　裕右

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00016 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 6140001105456 緊急事態宣言特別枠 居酒屋スタイルからの事業転換としての韓国料理専門店出店事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00017 株式会社阪神ブライダル 6140001113095 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナ対応型の昼営業中心のオーガニック食品専門飲食店への業種転換 岸本　圭祐

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00019 日与古堂 緊急事態宣言特別枠 着付師が運営する着物を楽しむフォトスタジオ計画 竹内　学

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00023 シュガーヒルズクリエイション 緊急事態宣言特別枠 サックスレッスンの２部屋オンライン化による販路拡大事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00024 株式会社バス・コーポレーション 2140001017820 緊急事態宣言特別枠 自社の技術とネットワークを活用したアウトドアブランドの立上げと運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00025 株式会社ゆめの樹野上野 9140001097575 緊急事態宣言特別枠 観光農園で行き場を失ったシャインマスカットの６次産業化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00026 株式会社ＧＲＯＷＩＮＧ　ＤＩＮＩＮＧ 9140001064154 緊急事態宣言特別枠 需要が低下した居酒屋を縮小し、大人気ベーカリー店へ 古西　豊

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00028 株式会社ＰＵＲＥ　ＢＡＬＡＮＣＥ 9140001035980 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニング事業から非接触型フィットネススクールへの業態転換 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00029 ヴィーヴォイタリア食堂 緊急事態宣言特別枠 飲食営業にギフト通販とお惣菜を加えた三本柱へ 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00030 株式会社浪花昆布 2140001003795 緊急事態宣言特別枠 昆布出汁と日本料理が学べるオンライン料理教室と教室連動型レトルト惣菜のＥＣ 松下　好式

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00031 株式会社ファイブスポット 6140001032915 緊急事態宣言特別枠 ランチタイム主体のポストコロナ型飲食業態の開発及び運営 株式会社アサユナイト
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近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00032 有限会社河本カメラサービス 5140002063431 緊急事態宣言特別枠 中古カメラ・レンズ修理事業を活かしたバーチャル店舗運営・オンライン接客サービスの開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00034 株式会社こだわりや本舗 7140001111461 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から、セントラルキッチンの強みを生かした焼肉店への事業再構築 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00035 有限会社輝服装店 7140002049734 緊急事態宣言特別枠 メディアを味方につけた革製品の製造販売業への事業転換 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00038 　たまて箱 緊急事態宣言特別枠 インターネット販売に提供するための薬膳を使った新商品の開発 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00039 株式会社カワード・チャレンジ 1140001033439 緊急事態宣言特別枠 従業員の勤務形態に着目した飲食店の新業態開発 日新信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00040 有限会社クルール 5140002034762 緊急事態宣言特別枠 海外向けパターン（型紙）データの開発と海外販路の新規開拓事業 深田　享保

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282S00041 ＧＩＮ株式会社 3120001133164 緊急事態宣言特別枠 レンタル事業から予約型の高級食材通販事業への進出 安藤　幹根

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00042 株式会社心に風 4140001104666 緊急事態宣言特別枠 オーガニック清涼飲料製造業への新分野展開事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00043 株式会社兵衛旅館 5140001015334 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト活用によるお取り寄せ商品販売での新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00044 株式会社ドラゴンハート 3140001116274 緊急事態宣言特別枠 オンリーワンビュティーを目指す化粧品販売から無痛美容施術への展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00045 合同会社ＳＡＫＵＲＡＳＰＡ 7140003011924 緊急事態宣言特別枠 まつ毛パーマを確実・安全に施術するための機材の開発・販売事業 中央会計株式会社

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00047 株式会社トータルリンク 8140001092635 緊急事態宣言特別枠 ＩＴスキルを活かした新しい商品で直販売から代理店販売へ転換事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00048 ボンボヤージュ 緊急事態宣言特別枠 契約生産者から仕入れた地元食材を使用したフード事業の新店舗出店 中川　直美

近畿 兵庫県 加古川市 R2282S00049 株式会社クロスオーバー 8140001097997 緊急事態宣言特別枠 無観客や人数制限イベント向けの映像制作・配信の新規事業開始 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00050 スタジオ・ジョイ 緊急事態宣言特別枠 社交ダンスに必要な身体作りができるパーソナルジムの開業 西山　英志

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00052 株式会社コロラティ 1140001098820 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を駆使した付加価値の高いテイクアウト商品の開発 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00054 株式会社Ｏｖａｔｉｏｎ　Ｐｌｕｓ 6140001031256 緊急事態宣言特別枠 焼売をいつでも購入可能な無人販売の開発、ＳＤＧｓ事業モデルへの転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00055 Ｙ’ｓ　ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 2140003011094 緊急事態宣言特別枠 脱毛サロン事業計画 大谷　信介

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282S00056 一髪一会さくら 緊急事態宣言特別枠 エステティックサロン（脱毛・美容マッサージ）への新規分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00057 株式会社小谷商店 6140001055908 緊急事態宣言特別枠 少子高齢化が進む但馬地域における医療介護食品分野への新市場進出 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00058 株式会社明石浦正 1140001037778 緊急事態宣言特別枠 明石の海鮮を利用したＥＣ事業への進出で食の多様化を実現する新事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00060 株式会社松井工務店 5140001096481 緊急事態宣言特別枠 農業用ハウスの加温設備施工工事受注のための「木質バイオマス」ボイラー体験ショールーム設置 岡田　崇裕

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00061 株式会社ＢＡＮＣＯ 2140001105930 緊急事態宣言特別枠 飲食業のノウハウを活かした非対面型飲食物の販売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00063 姫路ゆめさき整骨院 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナでの健康二次被害予防スポーツジムの開設 石見　健三

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00064 萬豊株式会社 3010001136987 緊急事態宣言特別枠 自家製麺ラーメン店がつくる”安心で安全な天然酵母食パン”の店舗及び自動販売機による製造小売事業 池田　和史

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00065 株式会社コミュニティレスト 9140001091850 緊急事態宣言特別枠 深夜型スナックから、唐揚げＢＡＬ＆テイクアウト＆出前への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00066 株式会社ウィルスタジオ 5140001094907 緊急事態宣言特別枠 不動産営業マネジメント型顧客管理システム構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00067 株式会社Ｃａｒｒｙ’ｓ　Ｏｗｎ　Ｌａｎｄ 3140001032694 緊急事態宣言特別枠 音響会社だからできる「音」の効果にこだわった動画制作事業 吉廣　隆央

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00068 有限会社佐々木設備 7140002028903 緊急事態宣言特別枠 プロの工事職人たちが教えるリアル＆オンラインＤＩＹスクール開校！！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00069 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 1140001098151 緊急事態宣言特別枠 愛犬と宿泊できる専用施設の開設による新分野展開 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00070 株式会社ＢＥＳＴＳ 3122001030300 緊急事態宣言特別枠 省人型タイム計測を含む、地域密着型中小規模のランニング大会の企画・運営 税理士法人河田タックスマネジメント

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00071 株式会社ゼロフォーム 3140001034006 緊急事態宣言特別枠 ①食品ＥＣへの取り組み②挙式スペース（チャペル）から全天候型グランピングレストランへの転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西脇市 R2282S00072 ワンズ株式会社 4140001093950 緊急事態宣言特別枠 自社保持の特許権を活用した、独自性のある製造事業を確立！ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00073 コニー株式会社 1140001055912 緊急事態宣言特別枠 サロンカーとキッチンカーによる移動販売で再構築を図る 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00074 佐々木敦子 緊急事態宣言特別枠 低アレルゲンのプレミアムドッグフードの製造 コンフロント税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00075 株式会社ペパレス製作所 6140001092182 緊急事態宣言特別枠 立体箱庭デザインの立体スマートホンケースの製造販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 R2282S00076 株式会社ＢＥ　ＧＲＯＵＰ 6140001108302 緊急事態宣言特別枠 保育園うさぎのおうち開園プロジェクト 田中　寿夫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00077 鶏と魚と炭火焼　やまや 緊急事態宣言特別枠 対人接触機会を減少させた、セルフエステサロンへの挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00082 株式会社にんべんフードサービス 8120001047814 緊急事態宣言特別枠 新たに高級魚鍋セットとアレンジレシピ本を開発・製作し、通販およびデリバリーで販売する事業を立ち上げる 岡本　浩司

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00083 株式会社華泉 7140001116106 緊急事態宣言特別枠 低価格・短時間で「身だしなみ」ケアができる男性専用エステ事業 藤原　美奈

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00084 株式会社オルウェイズ 9140001073535 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用し、生産から販売までの情報を一元化、ＪＩＴを目指す。 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00086 おさかなの魚々真 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応する加工販売及び飲食店事業計画 中野　健太郎

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00087 株式会社ヤノ技研 4140001082615 緊急事態宣言特別枠 医療用検査試料（コロナ検査用）の簡易低温輸送装置の開発 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00089 オクムラボート販売株式会社 5140001058176 緊急事態宣言特別枠 廉価でサービス充実したヨットハーバーを開設し健全な海洋レジャーに貢献 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00091 食香房とうじ 緊急事態宣言特別枠 飲食業から地域産品を使用した冷凍食品製造業への業種転換 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00092 株式会社ＹＵ＆Ｉ 7140001093510 緊急事態宣言特別枠 絶品神戸牛たたき！和食店でマルチデジタル展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00094 株式会社明石蛸仙人 4140001037577 緊急事態宣言特別枠 明石マイクロツーリズムを確立！漁師の技を活かした安心安全な海鮮レストラン！ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00095 渡邉孝治 緊急事態宣言特別枠 予防医学としてのパーソナルアドバイスを伴うヘルスケア商品販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00096 西神戸マイコン株式会社 8140001013797 緊急事態宣言特別枠 パソコン教室・販売店のシニア向けＩＴサロンへの新事業展開 瓶内　栄作

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00099 カーサ株式会社 3140001115020 緊急事態宣言特別枠 いつでも気軽に買える特性を最大限活かした冷凍餃子自動販売機で収益向上を図る。 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00100 株式会社ＳＯＷＬ 9140001115840 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ完全対策の美容室開業事業計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00102 アトリエシマノ 緊急事態宣言特別枠 自然を活かしたこだわりのモノづくりによるブランド展開を行う 京都府商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282S00103 ゴールドバニー 緊急事態宣言特別枠 エステから美容サービス（マツエク、特殊ヘア等美容師業）への事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00104 ボーテ　ド　アクリ 緊急事態宣言特別枠 最新施術機器を用いた短期間で結果の出る痩身新サービスの創出 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00106 明正堂 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子店の地域資源を活かした商品開発による全国展開への挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00107 株式会社アンテリーべ 1140001023596 緊急事態宣言特別枠 新成人向けにアンティークの振袖レンタル及びロケーション撮影事業への参入 トリプルグッド税理士法人

近畿 兵庫県 三木市 R2282S00108 Ｂｅａｎｓｍａｍａ 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた新商品開発と販売方法の開発に伴う設備投資 長谷川　政二

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00109 有限会社ディーンズ・ママ 5140002058910 緊急事態宣言特別枠 飲食店の強みを活かしたコロナ禍に伸びている製造小売への挑戦 税理士法人ＭＦＭ

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 R2282S00112 ウノグリーンサービス 緊急事態宣言特別枠 飲食店による思い切った再構築！ゴルフ事業でウィズコロナ 加藤一男
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近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00113 ナカオ楽器 緊急事態宣言特別枠 琴、三味線の対面レッスンからオンラインレッスンへの業態転換 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00114 株式会社新保哲也アトリエ 9140001057067 緊急事態宣言特別枠 ＩＴシステムを活用した製造・出荷体制の刷新による通販再構築事業計画 税理士法人神戸会計社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00115 株式会社ファブフォー 8140001077669 緊急事態宣言特別枠 好きなように、好きなだけ。必要なとき、必要な分だけ。家具との付き合い方を提案するサービス 税理士法人あすなろ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00116 カフェレイ 緊急事態宣言特別枠 小規模ウエディング事業と地域経済促進のための貸スペース事業 小川　裕右

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00118 日の出屋酒店 緊急事態宣言特別枠 地酒・焼酎　利き酒し放題の飲食店事業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00119 株式会社シャルティエ 7140001092181 緊急事態宣言特別枠 淡路島食材満載・フランス料理屋さんのおうちご飯 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00121 株式会社あゆみ 9140001093599 緊急事態宣言特別枠 スッポン鍋を中心とした地場産品の惣菜の通信販売計画 池田　由喜美

近畿 兵庫県 川西市 R2282S00122 株式会社レーベンサクセス 8140001109397 緊急事態宣言特別枠 「美味しい」に拘る「冷凍焼き芋」事業で新たな挑戦。 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00126 バーノエル 緊急事態宣言特別枠 飲食業（ＢＡＲ）から付随するＤＪ講師業 中村　天彦

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00127 株式会社ＭｅｄｉＦｒａｍｅ 1140001107894 緊急事態宣言特別枠 薬物治療の価値を最大化する医薬品情報プラットフォーム事業 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00128 株式会社一神 8140001012510 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン設置による老舗洋食店の中食市場向け食品製造 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00129 Ｇｒｅｅｎ　Ｓｕｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 8140001087692 緊急事態宣言特別枠 新サービスである「”翻訳”マッチングシステム」構築
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00131 ＲｉｓｅＨａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 顧客生涯価値を高めるためヘアサロンにパーソナルジムを併設する再構築 伊村　睦男

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 R2282S00133 ＮＰＯ法人姫路ＹＭＣＡ 7140005020196 緊急事態宣言特別枠 家族・大人を対象とした野外料理体験教室 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00134 ｆｏｒｕｍ 緊急事態宣言特別枠 本格イタリアンレストランがつくるチーズケーキ専門店によるテイクアウト事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00135 株式会社ダイボウ 8140001086117 緊急事態宣言特別枠 創業１５０年で培った実績と経験を活かし「リモート葬儀法要」事業開始 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00137 フリークル 緊急事態宣言特別枠 協業関係で実現した有名飲食店の味を届けるキッチンカーによる飲食事業 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00138 藤守治療所 緊急事態宣言特別枠 健康サロンに特化した情報発信サイト及び予約アプリケーションの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282S00139 麻雀パンダ 緊急事態宣言特別枠 地域の健康意識向上を目指して、オーガニックカフェの開設 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 西脇市 R2282S00140 有限会社サイドワンフードサービス 9140002061448 緊急事態宣言特別枠 店舗をシェアで効率化！中華料理店と居酒屋のテイクアウト専門店 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00141 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ａｂｅ 緊急事態宣言特別枠 「作って楽しい、食べて美味しい」をコンセプトとした料理教室の開催。 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00142 おかだ整骨院 緊急事態宣言特別枠 新事業の水素吸入による収益確保計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00143 我流遊食笑に志。 緊急事態宣言特別枠 コロナからＶ字回復を実現するテイクアウト・お土産品販売の取組 芦田　恒志

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00144 神戸咲く咲くＨａｒｍｏｎｙ株式会社 6140001107898 緊急事態宣言特別枠 モノ（食品）造りからコト創り地域密着農食創体験サービスの提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00149 株式会社エアグラウンド 2140001107332 緊急事態宣言特別枠 産業ロボット人材育成・中小製造業とのマッチング事業の取組み 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00150 株式会社日本興業 8140001093955 緊急事態宣言特別枠 飲食店経験者に物件探しから出口までおせっかいサービスを提供 戸田　裕之

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00151 ビストロエヴァングランダミ 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンを利用した本格フランス郷土料理のテイクアウト＆デリバリー 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00152 うまかもんや 緊急事態宣言特別枠 自作薪窯で焼くピザと石焼きカレーケーキ付きランチとケーキ焼菓子販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00154 モーション株式会社 5140001071658 緊急事態宣言特別枠 高画質ビデオコミュニケーション用「ソフト＆接続機器」のセット販売事業 宮平　多映子

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00157 元町サトナカ 緊急事態宣言特別枠 元町サトナカオリジナルカレーの真空パック販売＆デリバリー事業 齋藤　謙

近畿 兵庫県 小野市 R2282S00158 翔育舎 緊急事態宣言特別枠 泊まって遊んで学べるＳＤＧｓ民泊事業 小野商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00159 株式会社高山堂 9140001069392 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を用いた和菓子の販売 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00160 丸萬中源株式会社 7140001056112 緊急事態宣言特別枠 地域の地産食材を使用した食品製造小売事業への事業転換計画。 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282S00161 株式会社太陽舎 7140001056351 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で増加した洗濯需要に対応した通所型ランドリー事業への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 養父市 R2282S00162 株式会社ＭＥリゾート但馬 5140001103642 緊急事態宣言特別枠 アウトドアで森林や湧水に囲まれたフィンランド式サウナ 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00163 クレープリー・ルポ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトガレットの開発とキッチンカー販売事業への業態変換 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00164 日本サロネーゼ株式会社 6140001097223 緊急事態宣言特別枠 韓国料理・韓国かき氷のテイクアウト販売 トリプルグッド税理士法人

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00168 株式会社川京フーズ 2140001068384 緊急事態宣言特別枠 自社で企画・設計・製造を行い、高付加価値オリジナルおせち料理事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00169 株式会社アートテック 5140001057475 緊急事態宣言特別枠 地域再生につながる空き家再生リノベーション事業計画 上野　政則

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00170 株式会社いさ＿ 4140001006103 緊急事態宣言特別枠 都心の料亭旅館の強みを活かした高付加価値コワーキングスペース事業の構築 座間　裕史

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00175 ｋａｇｅｎ 緊急事態宣言特別枠
地元地鶏を使った新商品発売と、ＩＴを活かしたテイクアウト・出前部門の設立による、新しい生活様式に

合わせた飲食店作り
株式会社安信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00176 ガロホステル神戸 緊急事態宣言特別枠 兵庫と世界の厳選素材で作るイタリア式ジェラートの提供で再構築 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00177 ｍｕｓｈｉｌａｂｏ 緊急事態宣言特別枠 希少昆虫で映える昆虫展をレンタルする事業 税理士法人北浜・中西会計

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00178 稲右衛門窯 緊急事態宣言特別枠 既存事業と最大限の相乗効果を！！テイクアウトを主体としたカフェ事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00181 安冨白土瓦 緊急事態宣言特別枠 淡路瓦で和空間を演出する類のないキャンプサイトの整備及び設置計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00182 特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド 4140005018920 緊急事態宣言特別枠 世界遺産観光セントラルキッチン及びセントラルファクトリー整備事業 幸田　敏隆

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00183 株式会社エス・ケイ・ワイイノベーション 8140001111262 緊急事態宣言特別枠 国産商品製造によるファブレスメーカー計画（通信販売業への販売） 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00185 株式会社サンワ商会 3140001008083 緊急事態宣言特別枠 神戸特化ＰｔｏＰ福利厚生プラットフォーム『ウェルフェア神戸』 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00186 アマテラスカフェ 緊急事態宣言特別枠 淡路島南岸でオールーシーズン貸切りキャンプ場の開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00187 北野坂　か和うそカフェ 緊急事態宣言特別枠 新開発３連プリン皿と新レシピ各種プリンを目玉とする喫茶店の開店事業 中津＆パートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00188 有限会社ナガオビルメン 5140002068967 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用した地産地消料理の提供 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00189 炭火豚モツ焼もつ吉 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応した焼肉屋からペットフード製造販売業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00191 株式会社ｃａｒｉｎｏ 7140001032798 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガン対応スイーツの開発と非対面で通信販売事業 竺川　健治

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00192 ＳＵＮＺｄｉｎｉｎｇ株式会社 2140001113982 緊急事態宣言特別枠 まぜそば専門店＆デリバリー＆通販の三毛作店舗の開業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00193 淡路島しふぉんの店ＦＯＲＴＵＮＥ 緊急事態宣言特別枠 喫茶営業をテイクアウトに転換し、新たにコンフィチュールと焼き菓子を販売する。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00194 株式会社青木洋裁研究所 9140001067834 緊急事態宣言特別枠 有機栽培の青果商品・オーガニックの加工・日配食品の販売事業計画 北野　慎二

近畿 兵庫県 朝来市 R2282S00195 田治米合名会社 1140003006450 緊急事態宣言特別枠 長期熟成酒のギフト市場への本格的進出としての新分野展開による事業再構築 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00198 株式会社プラスケー 3120001211663 緊急事態宣言特別枠  調剤薬局開業に係る事業 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00200 株式会社ウィッシュ 1140001021600 緊急事態宣言特別枠 富裕層の新規男性顧客を獲得するメンズ売り場の新設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00201 特定非営利活動法人フラワーセラピー普及協会 8140005003860 緊急事態宣言特別枠 軽井沢における芸術・文化発信施設の新設と運営 渡邉　洋

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00203 有限会社ノエル 2140002045457 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも安心・安全な完全個室によるセルフエステの新規開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00205 一般社団法人神戸活性化支援機構 4140005023177 緊急事態宣言特別枠 地元食材をたっぷり味わえる差別化バーガー等のテイクアウト店への転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00207 神戸ゲストハウス　ミナトヒュッテ 緊急事態宣言特別枠 新たな設備（移動販売車）による移動販売と広告宣伝事業の開始 今井　健一郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00209 株式会社ＥＣＯ 1140001105790 緊急事態宣言特別枠 リモートワークを応援するシーシャカフェ＆バーへの参入 税理士法人ライトニング

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00211 株式会社美宝 3140001027249 緊急事態宣言特別枠 化粧品ブランドの立ち上げとオンラインカウンセリングによる販売 野々口　精

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00213 有限会社たかなべでんき 6140002068933 緊急事態宣言特別枠 自然豊かなキャンプ場に地域の強み活かしたレストラン出店計画 芦田　恒志

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00215 株式会社キューラボ 4140001105210 緊急事態宣言特別枠 対面個別指導からオンライン集団指導への業態転換 阿部　弘

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00217 ＫＡＨＭジャパン株式会社 2120001184704 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ時代に新たに求められるイノベーションリーダー人材の育成・活用事業 余村　隆男

近畿 兵庫県 加古川市 R2282S00219 有限会社おたやん商事 6140002035495 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍で食材ロスをなくす！保存料なしの食品をＥＣ販売で全国へ 加古川商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00224 ら・そもん 緊急事態宣言特別枠 業務受託型美容師業から店舗経営美容師業へ 税理士法人宮本事務所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00227 株式会社ピーシーマネジメントエーマックス 7140001065294 緊急事態宣言特別枠 多機能、かつファッショナブルなマスクの高生産体制の確立と新製品開発 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00228 株式会社シナジーカフェ 6140001032436 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンで直売・デリバリー・ＥＣを展開する 三谷　久美

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00229 日本ケアリフトサービス株式会社 6011801026202 緊急事態宣言特別枠 福祉用具の利用促進のための非対面化サブスクリプション導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 R2282S00230 株式会社みかづきｅ 5140003006018 緊急事態宣言特別枠 農業からテイクアウトを重きにおいた飲食業への業種転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00234 大和軽合金株式会社 2140001049772 緊急事態宣言特別枠 ロボット向け部品供給のため、自動バリ取り器使用による品質安定化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00235 株式会社ＣＡＳＡ　ＧＬＯＢＡＬ 9140001101948 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン兼、顔が見えるゴーストレストランの開設による新分野展開 税理士法人関西ビジネス

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00236 株式会社マセック 8140001061607 緊急事態宣言特別枠 ロジックのある広告を映像に載せて届ける、広告会社のＤＸ挑戦 中西　博茂

近畿 兵庫県 たつの市 R2282S00237 グラッツィエ 緊急事態宣言特別枠 外食が提供する価値を家でも楽しめる新規飲食事業の実現。 八幡　貴芳

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00239 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 4140002053961 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペース・バーチャルオフィス運営による業態転換 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00241 たまだ行政書士事務所 緊急事態宣言特別枠 新分野展開（土地家屋調査士事務所の開業）による事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00242 ヤマサキギター音楽院 緊急事態宣言特別枠 音楽家のためのオンラインサポートＥＣ事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282S00244 ブレイントラスト 緊急事態宣言特別枠 デザインサービス提供の完全オンライン化 株式会社ワークアシスト

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00246 株式会社有馬せんべい本舗 4140001014790 緊急事態宣言特別枠 有馬温泉の新たな名物「生」せんべいの開発・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00247 ＧＯＯＤＧＯＯＤＭＥＡＴ苦楽園合同会社 7140003013879 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトおよび非対面型受注による中食市場への業態転換 走出　広章

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00250 有限会社ダイ・トレーディング・カンパニー 7140002020752 緊急事態宣言特別枠 養蜂業及びジビエを利活用したペットフードの新たな地域ブランド化計画 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00256 株式会社なでしこの湯 9140001057298 緊急事態宣言特別枠 自然体験・リフレッシュ型の温泉エンタメで「家族のくつろぎの場」を新提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00257 株式会社計装サービス 5140001077655 緊急事態宣言特別枠 生産の内製化による収益性向上と新型レベラーの拡販の基盤を構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00259 Ｇｙｒｏｓジャイロス 緊急事態宣言特別枠 ウェルネス部門 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00261 フロッグワークス 緊急事態宣言特別枠 障害者向けＩＣＴ機器、福祉用具販売事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00264 ｉｚａｋａｙａ逢夢 緊急事態宣言特別枠 魚という強みを活かした新たな顧客アプローチ。魚屋×飲食店の新業態 明和マネジメント税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00265 株式会社ＰＯＴＯＭＡＫ　ＷＥＳＴ－３ 6140001033780 緊急事態宣言特別枠 バル居酒屋業態からローカライズされた昼型カフェ＆ショップへ業態転換　神戸クラフトキッチンの開業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00266 株式会社ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 6140001083553 緊急事態宣言特別枠 バーチャルレストラン～１つのキッチンで複数店舗のデリバリーメニューを提供～ 大久保　明信

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00268 有限会社ヘアーレノヴェイション 7140002057778 緊急事態宣言特別枠 セルフエステによるコロナ脱却プロジェクト 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00269 株式会社トレテス 7140002067182 緊急事態宣言特別枠 協力企業との連携を活かしたオーガニック生活雑貨輸入販売による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00270 とこせん 緊急事態宣言特別枠 地元産の但馬地鶏の卵を使った手作り茶わん蒸しを、冷凍して全国へ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00271 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ 8140001093880 緊急事態宣言特別枠 人気フランス料理教室による体に優しい焼菓子のオンライン販売計画 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00272 株式会社阪神ペイント 7140001055287 緊急事態宣言特別枠 塗装技術を活かした新素材で防災提供と、展示戦略での営業拡大 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00275 株式会社栞プロジェクト 4140001003455 緊急事態宣言特別枠 農村地の近くで地元野菜と米粉に拘った新スタイルピザ専門店への挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 R2282S00276 株式会社関西サプライ 9140001083922 緊急事態宣言特別枠 チンしてもおいしい揚げ物弁当、新分野展開で人材活用 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 兵庫県 高砂市 R2282S00277 株式会社セミナークレスト 5140001067598 緊急事態宣言特別枠 シニア・主婦に特化したカフェ風パソコン・スマホ教室 釡江　眞一

近畿 兵庫県 加西市 R2282S00278 お食事処いづみ 緊急事態宣言特別枠 非対面通信販売と非接触決済を導入した持ち帰りネット予約の為の厨房の再構築 加西商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00280 オフィスかたつむり 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における中食市場の拡大による店舗とキッチンカーを使ったテイクアウト弁当販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00284 パーペチュア 緊急事態宣言特別枠 ＥＣを活用した多様性とデザイン性のある防災製品の制作販売への業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282S00285 エレヴァール 緊急事態宣言特別枠 刺繍業から強みを活かしたテキスタイルプリント事業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282S00291 株式会社一 8140001116096 緊急事態宣言特別枠 自社栽培の無農薬野菜などを原料とした「ドッグフード」の製造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282U00001 加美サイジング株式会社 2140005017230 通常枠 新たに金属加工仕上げ部を立ち上げ、金属部品のバリ取り作業への参入。 後藤　喜代司

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00003 姫路西配送センター事業協同組合 4140005006520 通常枠 パレット洗浄機導入による新分野への事業展開 笠原　純一

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00005 株式会社ワンプラン 5140001095566 通常枠 ベトナム人向けＥＣサイトで日本の隠れた名酒の販売事業 平　了輔

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282U00009 株式会社ネイルズユニークオブジャパン 5140001003850 通常枠 「施術サービス事業から新たに販売事業確立」に関する事業計画 出口　晃弘

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00013 有限会社荻野運送 1140002034741 通常枠 北近畿で唯一の２４時間稼働　中継物流拠点（物流センター）開設による物流網の効率化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00022 株式会社正真鉄工所 4140001016250 通常枠 新型タービン部品製造による新市場への取組 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00023 株式会社ヒロセツ 5140001119011 通常枠 配管工事部材の受注加工による新市場開拓と施工一貫体制の構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00025 株式会社向井鉄工所 4140001051553 通常枠 デジタル技術を活用した大径中ぐり・長尺旋削ＮＣ化による新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00032 株式会社インコントラ 8140001093138 通常枠 就労継続支援Ｂ型で作るビーントゥーバーチョコレートの製造・卸・店舗及びＥＣ販売事業 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00037 新光検査株式会社 1140001034949 通常枠 規格適合デジタル非破壊検査の新分野へ事業展開 税理士法人いちはら会計

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00039 株式会社大進精機 7140001041130 通常枠 水素ステーション向け精密部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営
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近畿 兵庫県 明石市 R2282U00041 明石化成工業株式会社 3140001034393 通常枠 振動溶着機によりプラスチック部品を新たに溶着製造する業態転換 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00042 株式会社関西物流 7140001058273 通常枠 輸出貨物の保税蔵置が可能な倉庫を新設し、通関業務に進出する。 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00043 株式会社寺内鉄工所 2140001027687 通常枠 ガソリン車用部品金型から防衛設備部品等製造への新分野展開 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00044 株式会社扇土建 5140001058077 通常枠 高難易度工事場所での法面処理施工体制確立及び長寿命化推進事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00045 三ツ星製作株式会社 5140001061816 通常枠 半導体等で培った強みを生かしロボット分野のキー部品加工に新事業展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00047 株式会社カネシカ 9140001036244 通常枠 乳酸菌の力で土の再利用を促す、植物由来バイオ土壌改良剤の製造 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00054 株式会社シンテック 3140001036349 通常枠 新設備導入による既存事業との相乗効果が発揮できる新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00055 株式会社ウタツヤドライクリーニング工場 6140001047806 通常枠 ネット完結型宅配クリーニングサービス提供体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00058 有限会社テキスタイルツノダ 7140002061805 通常枠 新たなビジネスもモデル展開による事業転換 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00060 有限会社新宅善廣商店 7140002004631 通常枠 既存事業（材木及び木製玩具販売）の強みを生かした家具販売事業への新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00061 株式会社ＦＲＡＮ 7140001030884 通常枠 顧客ニーズが増加するサスティナブル関連の靴製品を新規展開し売上利益拡大 中村　清悟

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00069 ハリマ工業株式会社 4140001076410 通常枠 難加工材のプレス加工技術の確立による新分野展開計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00070 株式会社ハウスインフォ 8140001064576 通常枠 新幹線停車駅駅前の戸建て旅館事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00072 株式会社東天閣 6140001009582 通常枠 「中国王宮料理」「中華ミールキット」ＥＣ　販売による事業柱構築 日新信用金庫

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 R2282U00075 株式会社南工業 1140001101311 通常枠 建物の改修と各種加工機械の導入による製缶加工拠点の立ち上げ 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00077 ティーネット株式会社 1140001037051 通常枠 人と人とを繋ぐ、お手伝いさんマッチングアプリ運営事業 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00079 小川機工株式会社 3140001040037 通常枠 次世代高効率発電向け特殊加工技術（事業）への新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 R2282U00080 株式会社井脇鉄工所 7140001100258 通常枠 自社独自商品の開発・販売によって、受注待ち姿勢からの転換を図る。 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00081 株式会社ティーワン 1140001112928 通常枠 タイヤの卸売販売の経験を活かした自動車整備事業の立ち上げ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00082 有限会社オオヤマ 9140002061480 通常枠 残土処分場の開発運営と埋め立て後の工業団地建設 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00083 株式会社カコテクノス 8140001017377 通常枠 制御盤フルオーダー製造の実現による再生エネルギー関連分野に新展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00085 株式会社Ｃｌｕｓｔｅｒ 2140001109196 通常枠 産業用自動車（トラック）の車内・車外の洗浄サービス事業の展開 泉　正道

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00086 株式会社新陽製作所 9140001036351 通常枠 コロナ禍における半導体需要増に対応する新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00087 株式会社くれよん 1140001063428 通常枠 新しいスタイルの障害者グループホーム開設による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00089 株式会社日本ＢＢＭ研究所 2140001110914 通常枠 ＢＢＭ植物由来乳酸菌を用いた美容健康飲料の開発計画 三浦　優

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00090 有限会社ウェブビレッジ 4140002052880 通常枠 重工業地帯における営業用車両の高効率な洗車サービスの新規展開 岡内　勇気

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00091 株式会社ハイテクノ 6140001031941 通常枠 非対面デジタルサイネージによる遠隔・双方向顧客対応の変革事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00093 梅本電機設備株式会社 9140001040015 通常枠 電機トラブルは梅本さん・水道トラブルも梅本さん！電器屋の挑戦 大平　洋平

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00094 エスアールエンジニアリング株式会社 2140001004505 通常枠 ＦＣＶ用超高圧水素ステーション用バルブの製品化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00097 株式会社たくみ 4140001105887 通常枠 誰でも本格焼き鳥店主になれる、業務用焼き鳥の製造販売事業 松下　好式

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00098 株式会社善友 7140001086522 通常枠 解体業から産業廃棄物処業への思い切った業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00101 株式会社白バラドライ 4140001055934 通常枠 中学校跡地を活用した保管付き宅配クリーニング事業の展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00103 株式会社おゝみや 8140001041666 通常枠 熟成しし肉の開発と食卓への販路拡大計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00104 旭光電機株式会社 2140001007193 通常枠 製造業のＤＸ導入を支援するＩｏＴ商品及び可視化サービスの提供 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00105 株式会社堅田紙器 5140001041000 通常枠 段ボール専業メーカーが挑むパッケージ市場への新規参入による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00106 アイエス機械株式会社 9140001057430 通常枠 割出５軸横中ぐり盤を用いた大型複雑形状部品加工への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282U00108 株式会社高嶋鉄工所 9140001039065 通常枠 新分野（圧延機部品製造）への事業展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00109 株式会社中西商店 6140001100226 通常枠 ファイバーレーザ加工とロウ付けを組み合わせることによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00110 Ｙｚ商事株式会社 9140001116401 通常枠 海一望！ペット連れでワーケーションできる貸切ペンション事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00112 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 9140001070268 通常枠 安心安全の医療連携トレーニングジムの運営 税理士法人ゆびすい

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00116 株式会社吉祥 1140001029214 通常枠 神戸牛飲食業のコアコンピタンスを生かし神戸牛卸販売業で収益の獲得とＤＸ導入で運営効率化を図る。 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00117 株式会社タケベ 3140001075660 通常枠 選別機導入による分別を行う産業廃棄物振替保管施設事業に業種転換 藤原　京子

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00118 株式会社Ｐｅｌｏｔａ 6140001091060 通常枠 野球塾のノウハウと地域性を活かしたバッティングセンター経営への参入！ 福場　朋子

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00122 和田精工株式会社 9140001051920 通常枠 工場生産ラインを止めずに高品質の修理を迅速に行う産業ポンプ中古販売・レンタル事業 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00124 株式会社クラッセ 6140001029366 通常枠 越境ＥＣサイト、スタジオ、プリントサービス事業の立ち上げによるコスプレ海外市場開拓計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00126 有限会社石原重機 3140002064274 通常枠 汚泥処理プラントを用いて建設汚泥をリサイクルする事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282U00127 株式会社プラントリイ 1140001039155 通常枠 「半導体工場向け換気設備」市場に進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00128 嶺岡設備株式会社 6140001113871 通常枠 ガス給湯機器等販売店への業種転換 沖田　康代

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00133 株式会社木村商店 9140001068477 通常枠 倉庫をスイーツ専門店に転換、実店舗とネットとの融合で新規顧客を開拓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00136 株式会社畑友洋建築設計事務所 3140001107281 通常枠 チャレンジショップを備えた京町家専門再生コンサル事業の展開 Ｆ＆Ｌｉｎｋ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00138 有限会社樹苑 4140002023254 通常枠 少数密着型と動画配信に特化したワインスクールの運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00140 株式会社サキノ精機 4140001034896 通常枠 鉄工所の受発注プラットフォームの開発及びアウトドアブランド立ち上げ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00142 株式会社嵯峨山工務店 2140001062387 通常枠 建築事業から介護事業への新たな挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00144 株式会社松竹酒舗 2140001043016 通常枠 フランチャイズビジネスの事業化による経営基盤再構築計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00156 株式会社カーショップ神戸 5140001017371 通常枠 個人向けカーリースの魅力を最大化するカーラッピング事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282U00157 株式会社ブロックヘッドワークス 6140001095788 通常枠 デジタル技術を活用した完全無人ジム事業の立ち上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00163 山城機工株式会社 7140001017015 通常枠 水素ガスタービン部品の製造による新分野展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 淡路市 R2282U00164 ＰＣ淡路株式会社 3140001112760 通常枠 近未来型リゾートワーケーション体験の提供と非対面システム構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00167 有限会社竹鶴 2140002029162 通常枠 老舗日本料理店だからできる「食」の職業に特化した就労支援 日新信用金庫
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近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00168 株式会社トモヤ 5140001016530 通常枠 非接触型自動採寸を搭載したユニフォーム販売支援システムの構築と販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00173 株式会社ゲンイチ 7140001040677 通常枠 建築用コンテナ販売とコンテナ展示場の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00175 有限会社鹿島製作所 4140002048037 通常枠 水素ガスタービン用インコネル製重要部品をターニングセンタ等で事業再構築 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00176 高井電機株式会社 7140001076341 通常枠 半導体製造工程用製品市場におけるタカイブランドの確立 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00179 若男水産株式会社 7140001086282 通常枠 日本初！とらふぐ卵巣の漬物の製造体制の構築と販路開拓 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00180 いのうえ株式会社 1140001019875 通常枠 ブライダル貸衣裳事業から、記念日コンシュルジュ事業への転換による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00181 株式会社エスアイシーコーポレーション 5140001082325 通常枠 美容メディア立ち上げによる卸売業からの転換 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00183 株式会社ニシナカ物流 9140001050501 通常枠 ユーザー目線を活かした運送業からトラックデザイン事業への新規展開 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00189 東田金属工業有限会社 9140002049773 通常枠 医療用機器産業等進出による売上一社依存からの脱却 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00194 有限会社幸有 6140002026899 通常枠 有馬温泉におけるワーケーション施設兼カフェ＆バー計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00196 近畿丸製ナット株式会社 7140001063117 通常枠 高精密ＣＮＣ工具研削盤で新規分野の工作機械主軸用ナットへの展開 堀田　幸男

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00201 有限会社りんどう 3140002036810 通常枠 地産地消を促進するオープンエア事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00202 福島精機株式会社 7140001051055 通常枠 立形ＣＮＣ旋盤導入による発電機用軸部品・軸継手の製造への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00204 株式会社有馬舘 4140001014782 通常枠 旅館の大広間を改装しテーマ性のある個室料亭へ～飲食客の開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00207 株式会社浜田工務店 4140001044177 通常枠 ＤＩＹ技術指導を付加価値としたＤＩＹ資材販売及びリフォーム請負事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00210 金井重要工業株式会社 4140001078209 通常枠 微細精密フォーミング加工技術を活用した医療機器事業の拡大 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00214 潮電工株式会社 2140001012573 通常枠 焼付塗装内製化による新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00217 クロスライン株式会社 8140001029661 通常枠 フードロス解消につながるＳＤＧｓペットフード補助商品の製造販売事業の確立 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00218 株式会社大岡鉄工所 1140001086726 通常枠 水素火力発電所向けガスタービンブレードの５軸加工分野 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00219 株式会社エクシード 8140001121377 通常枠 金属研磨下請けから脱却！自社ブランドのキッチントレーラーを製造・販売 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 R2282U00220 コロコートジャパン株式会社 8140001042879 通常枠 輸入材料を用いた防触事業に加えて、国内での材料製造と販売に参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00221 株式会社コーキテック 4140001074042 通常枠 新分野展開のための多品種・小ロット製品の特急対応を実現する生産体制の強化事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00222 株式会社ＭＴＲ 2140001090306 通常枠 ロボット駆動部の製造技術を生かした需要拡大の半導体製造装置分野への進出 みっきぃ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00224 オールケイ株式会社 2140001037942 通常枠 明石の寿司屋が立ち上げる、地元の魚を全国にお届けするためのＥＣ通販事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00226 株式会社ベストフードシステム 3140001034030 通常枠 中食ニーズに対応する直売店や配達を活用した肉や調理加工商品の直接販売 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00232 株式会社福原精機製作所 1140001002393 通常枠 生地の粗さ・組織に多様性を持たせる丸編機のシリンダ・カム製造による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00235 有限会社井信 3140002060604 通常枠 建築技術を活かしたコンテナハウス製造への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00236 株式会社シミズテック 2140001004884 通常枠 低コスト、高レベルの高分子材料の品質試験分野への新規提供 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00242 株式会社小林木工 3140001036258 通常枠 広い敷地・空き倉庫を生かした需要増大が見込まれる抗ウイルス塗布事業への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00245 大阪電具株式会社 2140001081288 通常枠 電線接続用アルミ分岐コネクタ製造の自動化及び自社化による業態転換 岡山県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00246 株式会社御座候 1140001058816 通常枠 日本の手仕事をコンセプトとする独自性のある高付加価値の喫茶店 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00249 有限会社隆靖鉄工所 5140002027980 通常枠 無人搬送ロボット部品に取り組むための新たな製造方法による実現 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00252 味と游ぶ　夕庵 通常枠 コロナ後の宿泊行動変化、顧客高齢化に対応した和風オーベルジュ業態転換 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00255 柏原加工紙株式会社 8140001040981 通常枠 適度な緩衝性能で環境負荷が軽減できる紙製緩衝包装資材の開発 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00257 株式会社関西旅行社 7140001041015 通常枠 コインランドリーの女性集客力を活かした旅行業復活への挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00258 株式会社幸仁不動産 6140001108839 通常枠 単身高齢者が安心・安全に転居や生活ができる社会の実現 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00261 株式会社アットグロウ 9140001093871 通常枠 焼き菓子ＯＥＭ工場として事業拡大することによる事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00263 株式会社ウッディ・ヒロ 3140001038295 通常枠 離島【男鹿島】でのグランピング・複合アウトドア施設の運営 スカイハイ税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00266 東伸工業株式会社 9140001050154 通常枠 自社染色仕上機械の製造・販売から新規海外製品の卸売事業への事業再構築 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00267 株式会社サップス 8140001067406 通常枠 個別プライベートフィットネス（ジム・エステ・ゴルフ・岩盤浴）【Ｆｉｔ－Ｂｏｘ】の展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00269 株式会社スカイサイエンス 4140001024476 通常枠 スタートアップＲ＆Ｄのインフラサポート事業 岡本　理博

近畿 兵庫県 三田市 R2282U00271 山田さとみ 通常枠 来店客の増加と客単価アップを目指す新サービスの展開 一般社団法人中小企業人材育成協会

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00273 丸山工務店株式会社 2140001031029 通常枠 淡路産の真空パック玉ねぎ：農業生産から加工販売までの自社一貫生産販売 一般社団法人認定支援機関

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00274 株式会社小畑工務店 8140001048141 通常枠 住宅リフォーム事業（コロナ対策）をリアル・ネット型にて新規事業拡大計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00275 川瀬彦株式会社 4140001080404 通常枠 軽量・高強度ダンボールによる什器・ＰＯＰ・パネル等の開発製造事業 経営ビューイング株式会社

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00277 株式会社キシモト 8140001034760 通常枠 生後２週間の赤ちゃんの写真を家庭で撮影できるようにスタッフを派遣する事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00279 株式会社ハトヤ 8140001060749 通常枠 水産練り製品とのシナジーを活かしたクラフトビール事業への新規進出 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00280 株式会社日英カーボン製作所 3140001054508 通常枠 最先端設備導入で、需要の高い半導体向けカーボン部品業界への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00284 有限会社三木北京閣 3140002030648 通常枠 三木市内郊外ロードサイド型焼肉店新規出店計画 藤原　覚

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00285 株式会社大塚工務店 5140001034648 通常枠 街角に里山が出現！体験型教育事業と大工が作る小屋及び家具販売事業 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00289 株式会社二又鉄工所 7140001076440 通常枠 フロート製造高度技術によるロボット市場最先端部品への業態転換 若杉　拓弥

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00292 株式会社クラウド 2140001109155 通常枠 海外向けＥＣサイトの活用による品質の高い中古自動車の海外販売 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00294 Ｌ＆Ｇ株式会社 9140001103399 通常枠 日本の化粧品を世界一に！中国サロン向け化粧品卸から国内向け容器供給商社へ！ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00297 串カツ　澪音 通常枠 新ブーム到来！？居酒屋が挑戦する麻婆麺による事業再構築計画 サン共同税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00301 株式会社ｋｔ一級建築士事務所 9140001034074 通常枠 大阪市の「ＨＯＰＥゾーン事業」指定地域を活用した「薬膳カフェ事業」への業種転換 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 朝来市 R2282U00307 八鹿電機株式会社 1140001046845 通常枠 ハイブリッド式射出装置を導入することによる、医療機器製造事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00312 株式会社丹波篠山大内農場 3140001042025 通常枠 ウィズコロナ時代の「いちご」観光施設構築と地域活性 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00320 有限会社Ｓａｉｋａ 4140002046395 通常枠 非対面でウイズコロナ・ポストコロナ時代の先陣を切り拓く 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00322 ＰＡＩＮＡ株式会社 2140001114411 通常枠 建設業者がプロデュースするグランピング施設の経営とテント販売事業 水原　慶治



31 / 35

事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・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 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00329 有限会社グローリー 3140002045530 通常枠 住宅エクステリア工事受注マッチングシステム構築による業態転換 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00331 ＰＯＲＴ　ＳＴＹＬＥ株式会社 2140001028933 通常枠 帽子専門店から接客要らずの接触減少型頭まわりトータル提案ショップへ転換！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 小野市 R2282U00333 株式会社藤原 9140001077313 通常枠 酒米の刈り取り・乾燥・調整請負サービスと酒米卸事業による事業再構築 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00337 姫路インザイ株式会社 5140001060883 通常枠 先進的なＩｏＴを用いた太陽光発電所専門除草事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00340 有限会社浜部製作所 3140002005071 通常枠 電池業界から食品業界への自社板金製品の新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00342 株式会社ＪＡＴ 8140001112260 通常枠 航空機エンジンの部品生産で培った技術力を産業用ガスタービン部品生産に転用する新事業展開計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00343 ハマックス株式会社 7140001062424 通常枠 遠隔型ロボット生産システムを立ち上げ、風車部品のグローバル市場でニッチトップを目指す 手塚　智三郎

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00353 株式会社加古川製作所 2140001042579 通常枠 特殊金属箔生産ライン部品である大型真空チャンバー製造の新規参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00357 青垣観光バス株式会社 5140001040877 通常枠 『いつまでも旅行に行ける』を提供し、笑顔につなげる会社への転換（青垣観光バス・福祉事業部の創設） 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 兵庫県 小野市 R2282U00359 板井建設株式会社 4140001076550 通常枠 子ども遊戯施設開設と植物インテリアアートのＥＣ販売による新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00360 太陽商店 通常枠 新しい生活様式に対応したテイクアウト専門店による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00362 ドリームフレグランス株式会社 5140001094452 通常枠 遠隔ゴルフレッスンシステムを導入したパーソナルブースのインドアゴルフ練習場 裏野　榮士

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00363 株式会社大晃製作所 1120901024423 通常枠 医療分野に対応する薄板ステンレスプレス部品の完全内製一貫生産 税理士法人カインズ

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00364 扇木 通常枠 コロナ禍でも選ばれる茶懐石料理店を開業することによる再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00368 株式会社けんじフードサービス 6140001075492 通常枠 夜営業から昼営業に大きく転換。居酒屋からカフェ運営への改革！ 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00373 有限会社ウィズ 6140002019969 通常枠 医療的ケア複合型放課後等デイサービスへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00384 株式会社ＴＥＣＨ　ＭＯＮＳＴＥＲ 6140001105068 通常枠 オンライン配信システムの開発・提供による非対面型ビジネスの支援 正木　博夫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00385 太田紙器工業株式会社 1140001058106 通常枠 コーター付２色ＵＶ印刷機によるパケ買いパッケージへの進出 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00393 株式会社前後前 6140001059628 通常枠 高齢化先進地域だからこそ成り立つビジネスモデルに挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00394 有限会社細目鉄工所 5140002029696 通常枠 新設備導入による半導体ウェハー洗浄ノズル製造で新規市場参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00395 有限会社ＰＰＫちょうしんき 8140002060062 通常枠 逼迫する介護人材の求人難を解消するために人材紹介事業を立上げ社会に貢献する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00397 株式会社アトリエ空一級建築士事務所 1140001028884 通常枠 空き家活用のモデルとしてのシェアハウス型ゲストハウス事業 奈良県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00398 産業サービス販売株式会社 5140001071030 通常枠 ＩＯＴを活用した非常用発電機の２４時間遠方監視制御システムの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00399 株式会社エイトジャパン 3140001065703 通常枠 地元で栽培された野菜とパンのコラボレーション、野菜が丸ごと入った食パン専門店 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00401 尾上組有限会社 1140002052982 通常枠 木造建築工事の経験を生かして、木造の空き家の解体工事の分野に進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00415 株式会社番長グループ 7140001093733 通常枠 活魚卸のノーハウを活用した中食事業向けの鮮魚食品製造 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00417 尾道工業株式会社 7140001004558 通常枠 新たに医療機器向けの製品製造・販売を目的とする事業再構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00421 有限会社川下石材店 7140002000275 通常枠 和型墓事業からの転換！富裕層に向けたガラス墓事業へのチャレンジ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00423 株式会社ＦＲＡＮホールディングス 7140001093444 通常枠 動画配信への新分野展開による収益の多角化とシナジー創出 芦田　恒志

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00427 株式会社なんすい食品 8140001002156 通常枠 製造方法の業態転換と個別対応食で健康寿命増進に貢献します 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00429 株式会社近又 1140001041697 通常枠 ポストコロナの新スタイルウェディング事業 アイネックス税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00433 株式会社ＷＩＺ 7140001031453 通常枠 熱中症対策冷却アイテム事業による社会課題の解決 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00434 ワイルドダック 通常枠 小さな森のベーカリーレストラン 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00436 株式会社ミーナ 6140001120843 通常枠 ウェディング装花コーディネートを通した離婚ゼロ企画 岡本　理博

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00440 福崎電装車輌産業株式会社 8140001063586 通常枠 需要が急増している大型特殊車修理に対応できる作業場・設備導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00441 ＲＯＣＫＥＴ株式会社 4140001109500 通常枠 体重を支える強度を有したトランスジェンダー用パンプスの製造・販売 吉川　祐介

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00443 株式会社上田畜産 8140001056920 通常枠 但馬牛を使用した良質な食品を多くの消費者に届ける販売事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00444 株式会社フードテックジャパン 9140001028860 通常枠 食堂屋から病院専業の総合的サービス請負業に転換する事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00445 パティスリークランベリー 通常枠 洋菓子と冷菓を組み合せた新商品を新店舗で拡販する新事業の実施 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00446 株式会社誠工社 5140001055958 通常枠 精密切削技術・精密板金技術を活用し発展させた高度管理医療機器開発事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00449 日輝通商株式会社 7140001028573 通常枠 ＣＯ２削減を可能にする「バイオマスプラスチック製医療系廃棄物処分容器」製造計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 養父市 R2282U00450 株式会社パレット 9140002039254 通常枠 接客力と品揃え豊富さを活かした韓国化粧品販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00452 ジーティー電子有限会社 5140002046551 通常枠 射出成型プラスチック製品の自動車部品向けから家庭用品への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00457 神寿縁株式会社 7140001106610 通常枠 児童発達支援事業（コペルプラス）×　弊社事業とのコラボイベント 小林　孝至

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00462 株式会社小山金属工業所 2140001036267 通常枠 総合刃物メーカーによる創業６６年で培った技術を活用した静音チップソーの開発 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00463 マサニ株式会社 4140001028345 通常枠 惣菜・弁当をメイン商材としたテイクアウト・デリバリー専門店事業 みどり合同税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00464 株式会社ＳＥＰ神戸 4140001037239 通常枠 樹脂加工能力の高度化による国産初手術支援ロボットへの部品供給の実現 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00466 株式会社ＫＡＩ 8140001110025 通常枠 関西初！ロードサイド型　質・リユース併設店舗　リペア×質屋×リユース販売 税理士法人ｂｅ

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00468 ＲＯＫＫＯ　ＢＡＳＥ　Ｋ９（ロッコーベースケイナイン） 通常枠 犬連れ旅行者向けグランピング施設の運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00475 株式会社アルバータダイニング 4140001057682 通常枠 飲食業からパン製造小売業の新分野に大胆にチャレンジ。小売業で得たノウハウで既存事業の再構築をはかる。 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00478 翔飛工業株式会社 5140001045793 通常枠 バーチャル展示場を活用し新規内装建材メーカーとして全国ＦＣ展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00484 株式会社田幸一 4140001095096 通常枠 地元水産加工会社が行う画期的な淡路島未開発地域活性化への取組 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00489 尾藤建設株式会社 6140001019796 通常枠 鉄道専門の解体工事業から土木建築工事分野への新たな展開 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00494 株式会社ビオラボ 8140001109018 通常枠 食用向けユーグレナを新分野である化粧品向け原材料に転用化するための設備増強計画 湯浅　達志

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00496 居酒屋いっぽん志や 通常枠 コロナウイルスに負けない鍋食材セットの通信販売システムの構築 株式会社クリエコーポレーション

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00497 油研化学株式会社 2140001062172 通常枠 医薬部外品消毒用アルコール製造工場建設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00503 東和化学株式会社 3140001016516 通常枠 オリジナルベントフィルター新規開発によるＬＥＤ照明事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00504 ニューブレクス株式会社 7140001022428 通常枠 自社設備導入・内製化による光ファイバセンサケーブル新製品の製造 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00505 旭陽化学工業株式会社 6140001058563 通常枠 高付加価値製品の製造・販売事業による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫
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近畿 兵庫県 小野市 R2282U00507 株式会社とみさん 9140001076793 通常枠 お弁当事業モデルの導入によるフードロス最小化事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 洲本市 R2282U00513 株式会社島花 2140001086205 通常枠 海の上のグランピング　－　クルージング＆ステイの提供による海事観光への進出 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00514 株式会社村上工務店 5140001014352 通常枠 既存建物を活用した小規模水族館運営事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00516 株式会社東誠 3140001080628 通常枠 デジタル化食品工場で作る１００％オーガニックサラダパックへの挑戦！ 福井寛之

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00520 有限会社花梨 3140002052997 通常枠 高級食パン事業へ進出することで既存店舗とのシナジー効果を発揮し、新たなビジネスモデルを構築する 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00521 有限会社八喜為 5140002011943 通常枠 急速冷凍技術の導入による冷凍カツサンドの開発、非対面型ビジネスモデルへの業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00524 有限会社三陽工作所 1140002063567 通常枠 板金部品の下請け製造から自動車用試験機のＯＥＭ生産事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00534 しあわせファー夢 通常枠 農園と学習塾が融合して不登校生を支援するプロジェクト 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00540 株式会社魚六商店 2140001034568 通常枠 生食用生ガニの自社一貫製造販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00543 有限会社うめ丸 7140002069690 通常枠 地域食材を使用したバウムクーヘンの製造と販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00544 姫路伯耆酪農商事株式会社 4140001061008 通常枠 牛乳の配送ノウハウを活かした冷蔵飲食料品等のローカル物流事業への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00554 株式会社ＳＧサービス 3140001065736 通常枠 ＳＧサービス式管理方法の導入による倉庫業への展開 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282U00560 株式会社新興商運 1140001077270 通常枠 運送業から倉庫業へ物流の垂直展開によるローカル３ＰＬ需要開拓の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 R2282U00563 株式会社岸本鉄工所 4140001039292 通常枠 タワークレーン製品の溶接・組立を可能とする一貫生産体制の高度化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00564 ビーイー株式会社 9140001024769 通常枠 Ｆｏｃｕｓ　ｏｎ　ｙｏｕｒ　ｂｅａｕｔｙ～ヘアメイク事業からウェディングフォト事業への事業再構築～ 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00565 ごほうび酒場 通常枠 精肉小売り業　リバーサイドテラス「ＳＥＮ」 家根　次代

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00569 株式会社タケシ 4140001078571 通常枠 着付けができる美容院を紹介する振袖、袴レンタルのオンラインショップ 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00574 株式会社玄米家 4140001076526 通常枠 低濃度オゾン対応型保管倉庫導入による農産物の集配管理事業への展開 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00583 ラッキーベル株式会社 7140001017080 通常枠 上履き製法の劇的な機械化と新たな高付加価値シューズ市場の開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282U00594 株式会社洲本整備機製作所 7140001084740 通常枠 ウイルス除去を目的としたバッテリー式消毒装置の製品化による事業再構築事業 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00597 佐藤精機株式会社 5140001059109 通常枠 超高速鉄道用部品製造への新規参入とそれに伴う新加工体制の確立 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00600 株式会社大日製作所 1140001044048 通常枠 高効率ガスタービン用ブレードの高精度仕上げ工程の確立 エアーズ税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00603 別府金型有限会社 2140002062535 通常枠 金型製作と高度なプレス加工の密着統合により難加工材分野へ展開 加西商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00606 株式会社蛮海 7140001023896 通常枠 単身高齢者に寄り添う温食配膳付き住宅による生活支援推進事業 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00607 社会保険労務士法人わもん合同事務所 1140005021539 通常枠 セルフ入力＆オンライン完結型の起業時労務手続き支援パッケージの提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00609 株式会社チェサピーク 5140001079478 通常枠 レストラン経営で培った創作フレンチ技術を活用した、レトルト冷凍食品市場への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00612 新日本製麺株式会社 7140001067514 通常枠
地元飲食店の要望に応えてきた食品製造業から、世界に日本の食文化自然を体験発信できるグランピング事業に進

出。
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00619 リアルグラフィック株式会社 4140001115878 通常枠 自分で貼れる壁紙製作・ＥＣでの販売を通じた新規市場獲得事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00622 有限会社ニシイ 9140002008993 通常枠 ＳＤＧｓ社会へ向けたストーリー性のある素材開発事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00626 株式会社ティーケーシン 8140001069468 通常枠 個人向け冷凍宅配弁当製造・販売事業（わたしゴハンあなたゴハン） 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00630 カワキ計測工業株式会社 5140001004618 通常枠 新たにデジタル流量計を製造して新分野市場へ参入する 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00635 セレンディクス・パートナーズ株式会社 7140001110934 通常枠 ３Ｄプリンターで世界最先端の家「Ｓｐｈｅｒｅ」を創る 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00643 有限会社イグレック 4120002070488 通常枠 画面に触れずに操作できる非接触タッチパネル装置の開発・販売 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00647 共和化成株式会社 8140001015983 通常枠 デザイン塗布技術の取得による新たな市場への進出 佐藤　周二

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00648 新日本溶業株式会社 2140001029741 通常枠 Ｋ社製品のＰＣ２０００の部品であるセンターフレームの生産ならびにＣＤ１１０の部品の生産 関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00652 株式会社ＳＲＣマネジメント 6140001024771 通常枠 ライフステージに寄り添ったデータ駆動型地域メディア開発・運営事業 株式会社みなと銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00002 株式会社ＴＡＢＩＨＡＵＳ 5150001021744 緊急事態宣言特別枠 「Ｙｏｕｔｕｂｅｒ×クリエーター」のコンセプトシェアハウス事業の新規展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00004 おうち保育室ｈｉｓｓｉ－ｐａｔｃｈ 緊急事態宣言特別枠 「お世話遊び人形」の製造販売及びＥＣ販路強化拡大事業 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00005 吉田薬店 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるリモート健康相談販売へ新分野展開！ 奈良商工会議所

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00006 大正楼 緊急事態宣言特別枠 リモートで結ぶオンライン結婚式！前泊・後泊を推進して地域活性化 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00007 株式会社銀杏や 7150001000647 緊急事態宣言特別枠 奈良の素材を使ったオリジナルジェラートの製造販売 安村　摩耶

近畿 奈良県 五條市 R2292S00010 株式会社ローリーラック 2150001022852 緊急事態宣言特別枠 台湾スイーツから買取商へ、無在庫経営によるサスティナブルビジネスへの参入 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00012 株式会社喜屋 3150001021795 緊急事態宣言特別枠 モノを売るからサービスを売るパーソナルサロン開業計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00013 優美美容鍼灸院 緊急事態宣言特別枠 雇用維持！美容鍼灸を活かした、美とかき氷との融合による業種転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 宇陀市 R2292S00014 プルエ 緊急事態宣言特別枠 新型郊外レストランの形　奥大和から伝える「食」と「農」 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00015 リアルインディアンカレー 緊急事態宣言特別枠 家庭で本格料理を！インド料理テイクアウトとスパイス販売事業 木部　直樹

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00016 株式会社しあわせ家 6150001007346 緊急事態宣言特別枠 古家戸建て空き家を活用した福祉事業 大平　浩司

近畿 奈良県 高市郡明日香村 R2292S00018 有限会社プロジェ 1270002008889 緊急事態宣言特別枠 ブライダルの高級感を活かした飛鳥の歴史香るコーヒー商品販売への業種転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00019 有限会社タクミ 4150002006613 緊急事態宣言特別枠 中古品小売業から宝塚ファンに向けた映像配信事業への進出 奈良信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292S00020 Ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｎｄ 緊急事態宣言特別枠 奈良県初の耐熱ガラスを使った吹きガラス教室への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00021 山本竜平 緊急事態宣言特別枠 建設業者専門の映像制作事業と建設業者をつなぐマッチングアプリの提供事業 松谷　晴行

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00022 有限会社ＣＯＳＭＥ２０００ 7150002010232 緊急事態宣言特別枠 化粧品販売業からフィットネス事業＆レンタルスペース事業への事業再構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 R2292S00023 今西靴下株式会社 3150001012340 緊急事態宣言特別枠 当社独自技術で創る「イノべイティブパイルソックス」の開発と新販売網の構築 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 R2292S00024 株式会社ニューブリッジ 5122001030471 緊急事態宣言特別枠 世界遺産法隆寺地域の地元斑鳩町の文化を世界に発信する事業 菅野　淳

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 R2292S00027 北村酒造株式会社 8150001016056 緊急事態宣言特別枠 海外新規市場の開拓を目的とした新規製品の開発および設備改善 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00028 株式会社山本工務店 7150001013590 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ社会において感染症対策型店舗へ企業を誘致するオフィス賃貸業事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292S00029 株式会社ワイズパック 3150001024113 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式の需要に向けて『新分野・菓子製造業』進出計画 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00030 菩薩カリー 緊急事態宣言特別枠 「菩薩咖喱」店舗移転に伴う物販用商品開発とＥＣの本格販売事業 株式会社南都銀行
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近畿 奈良県 香芝市 R2292S00031 こころやエンターテイメント株式会社 4150001014889 緊急事態宣言特別枠 家族で安心！！店内と持ち帰りの両方で楽しむ焼肉店への事業転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 五條市 R2292S00032 株式会社あすも 4150001016349 緊急事態宣言特別枠 「旅するピクルス」によるニューブランド立ち上げ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 御所市 R2292S00033 株式会社サンキュー観光 4150001013882 緊急事態宣言特別枠 通信事業への新規参入による地域密着営業ＤＸ旅行プランの提案 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00034 大成グラビヤ株式会社 2122001009592 緊急事態宣言特別枠 下請けから脱却し脱炭素脱プラスチック商品で地球環境を改善する 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 大和高田市 R2292S00035 洋菓子工房ユービー 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！ケーキ屋ならではの高級ソフトフランスパンの製造・販売への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292S00036 初かすみ酒房難波店株式会社 6150001010192 緊急事態宣言特別枠 老舗居酒屋が運営する日本酒文化振興のための小売店舗の新設事業 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00037 株式会社出島不動産相続相談所 2150001020939 緊急事態宣言特別枠 顧客訪問や営業に役立つ最短道標アプリ開発の新分野展開 三橋　心

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00038 ＭｉｎａｍｉＭａｎａｇｅｍｅｎｔＯｆｆｉｃｅ 緊急事態宣言特別枠 会計業から業種転換！新時代における飲食事業への再生へ！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00039 リネンハウス株式会社 2150001010097 緊急事態宣言特別枠 奈良発祥の地域ブランド「大和蚊帳」を守り育てる事業再構築事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00041 株式会社飛鳥荘 9150001000125 緊急事態宣言特別枠 世界遺産望む会員制屋上テラスラウンジ建設で高単価顧客獲得と専用サービス提供 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00043 ポンテロッソ 緊急事態宣言特別枠 抗ウイルス加工の【介護パジャマ】で、おしゃれを忘れず楽しい長寿 石谷　浩一

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00044 おかもと鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 整骨院とパーソナルジムのシナジーで、健康寿命ＮＯ．１の街づくり 尼崎信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292S00045 ｕｎｉ 緊急事態宣言特別枠 委託販売業から小売業への転換　ファミリー向け路面店の新規出店事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00046 日本ニット株式会社 4150001013214 緊急事態宣言特別枠 低炭素社会を見据えたリサイクル素材、太陽光発電、無縫製技術による奈良県発エコファクトリーの構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00049 上田酒造株式会社 8150001004713 緊急事態宣言特別枠 体験できる・実際に触れられる新しい観光蔵の創造 水上　和之

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00051 オランジェ株式会社 6150001021990 緊急事態宣言特別枠 待ちの喫茶店経営から脱皮し、商品・サービスで攻める経営仕組みを構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 R2292S00054 太鼓判花夢花夢 緊急事態宣言特別枠 桜に頼る大仏商法からの脱却、ウナギ専門店への店舗転換事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00055 株式会社ＧＰＭＯ　Ｌａｂ 8150001022079 緊急事態宣言特別枠 奈良の食材を使ったスイーツのキッチンカー＆テイクアウト専門店 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00057 エフジェイエス株式会社 2150001021755 緊急事態宣言特別枠 塗装、印刷加工一貫生産体制による自社製品の開発、及び観光業界への販売 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00058 合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 9150003001484 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！宿題カフェを併設したパン屋による社会貢献 山田　雅夫

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00059 株式会社クレコス 9150001017482 緊急事態宣言特別枠 非対面型オンライン接客サービスの開発・提供と、越境ＥＣモールサイトへの出店による売上拡大 橋本　勝也

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 R2292S00064 株式会社ｓｏｃｉａｌ　ｆｒｅｅ 3150001023486 緊急事態宣言特別枠 企業と地域を“つなぐ”　古民家を企業特化型レンタルスペースに！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00065 サトーヌードル合同会社 9020003009557 緊急事態宣言特別枠 イートインのみのラーメン専門店からテイクアウト＆イベント出店も可能な総合型店舗へ 大和信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00066 株式会社インディゴ 4150001020086 緊急事態宣言特別枠 建築ＶＲ技術等を用いた建築管理・改修等の発注者支援システムの構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00067 吉本建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 奈良県のビジネスを支援、レンタルオフィス及びインキュベーションオフィス業への業態転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00069 ショートライン 緊急事態宣言特別枠 無人入退館を取り入れたレンタルワークスペースへの挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 五條市 R2292S00070 株式会社ＤＡＮＤＯＲＩ 3120001195618 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の影響を受けない１日１組貸切の高級ワーケーション事業分野の参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00072 株式会社花知鳥待花 8150001017632 緊急事態宣言特別枠 料理人がプロデュースする「キッチンカー」で新たな販路開拓 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 橿原市 R2292S00074 株式会社吟 1150001021970 緊急事態宣言特別枠 自家農園野菜を使ったオリジナル弁当の開発と宅配事業等への転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀郡曽爾村 R2292S00076 曽爾村やさい屋本舗企業組合 1150005008766 緊急事態宣言特別枠 奈良初「曽爾スパイス」のネット販売で売上拡大を図る新分野展開事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292S00078 関西施設株式会社 3150001017645 緊急事態宣言特別枠 和の建設職人の匠の技から生み出す新しいコンセプトの家具づくりと全国展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 R2292S00079 株式会社ファーストコート 7150001015364 緊急事態宣言特別枠 「飲食店向けの人材派遣会社が有望な余剰人員を活用した焼肉店運営でＶ字回復！」 税理士法人アクセス

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00080 焼肉工房もく　新大宮店 緊急事態宣言特別枠 四季折々のフルーツ・野菜を使ったジェラート製造及び販売業へ新分野展開 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00082 株式会社ｔｉｌａ．ｄｏｌｃｅ 2150001007820 緊急事態宣言特別枠 旧来の居酒屋から感染症対策を講じた焼肉業態への事業転換計画 税理士法人あおば

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00083 株式会社日野樹脂 9150001013300 緊急事態宣言特別枠 化粧品関連ホットスタンプ及び、シルクスクリーン印刷で使用する治工具類の製作体制の構築 トーマス株式会社

近畿 奈良県 吉野郡東吉野村 R2292S00088 染織工房空蝉 緊急事態宣言特別枠 太陽と草木と手で作って暮らす、再エネ利用の衣・食・住体験民宿 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00089 シャクティ・インターナショナル株式会社 4150001020631 緊急事態宣言特別枠 本場カレーと雑貨輸入・販売の新コラボ 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00090 株式会社三輪匠 8150001010125 緊急事態宣言特別枠 日本独自の和を手軽に楽しめるバラエティ麺パックの販売事業 服部　真和

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00002 有限会社林金属製作所 5150002001464 通常枠 日本梨を用いた６次産業への新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00005 株式会社芦田製作所 3120001157031 通常枠 新規ゴルフ練習施設事業計画 税理士法人高橋会計事務所

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 R2292U00010 マコトインターナショナル株式会社 2150001013471 通常枠 特許技術による不燃性パーツクリーナーの製造販売とＢｔｏＣ市場への進出 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00017 株式会社タミヤ製作所 6150001019440 通常枠 世界初！高透過ガラスラミネート技術の確立によるインテリア業界への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00019 中谷酒造株式会社 3150001006004 通常枠 日本初の醸造体験可マイクロブルワリ―＆清酒バーで城下町を活性化 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00024 株式会社奈良自動車学校 1150001001700 通常枠 自動車教習所運営ノウハウを活用した、ドローン教習所事業の立上げ 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00025 株式会社エイコウ 4150001005599 通常枠 電子機器部品製造事業者による自動排泄処理装置の製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00027 株式会社西田製作所 1150001019040 通常枠 アルミ加工・溶接技術の高度化による自動車関連分野への進出 大和信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00028 ｍＩＴＡＫＡ金属工業株式会社 6150001007619 通常枠 ３Ｄ設計・加工技術強化によるロボットハンド製造での新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00032 甲村木材株式会社 8150001012699 通常枠 大型木造建築物の受注に対応できる木材供給一貫体制及び物流拠点の構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00033 株式会社中川政七商店 7150001001554 通常枠 奈良みやげ現代菓子の製造販売事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00034 株式会社セミーテック奈良 2150001014230 通常枠 新発想に基づく活性汚泥分離装置による排水処理事業への新規参入 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00035 ｎａｋａｍｕｒａｙａ株式会社 5150001021463 通常枠 ぬるべの郷（曽爾村）の自然豊かなフォカッチャを全国へ 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00039 株式会社明新社 7150001002395 通常枠 レーザー加工機等の導入と最新のデジタル技術の活用により、印刷業から製造業・映像事業へ進出する 安藤　幹根

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00040 笹岡印刷株式会社 8150001012773 通常枠 誰でも簡単にデザインできるオリジナルグッズ制作事業への転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00041 株式会社足のお悩み研究所 9150001022169 通常枠 足のお悩み解決！インソールＯＥＭ生産から足の複合サービスへの事業転換 奈良信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡川上村 R2292U00042 一般社団法人吉野かわかみ社中 3150005008756 通常枠 屈指の高級品である吉野材を床材として加工販売し普及させる 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00045 芝実工業株式会社 5150001012859 通常枠 警察庁向け（拳銃吊り紐）新規開発の為、樹脂成形機による複合加工（樹脂材料）を完成させる 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00047 エアラボ 通常枠 航空法に適したドローンパイロットの育成。奈良ドローン教習所の開校 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00048 株式会社新高和 9150001017730 通常枠 コロナ禍で溢れる廃プラ問題を解決。機器設備メンテナンス事業への挑戦。 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 R2292U00050 株式会社魂源堂 5150001011737 通常枠 明日香の地における文化芸術創造の力を育む新分野展開事業 株式会社南都銀行
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近畿 奈良県 五條市 R2292U00053 熊代農園 通常枠 梅果樹農作業から梅加工品へ事業転換を目指し梅菓子製造販売 特定非営利活動法人アタック・メイト奈良

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 R2292U00057 柿本家 通常枠 平日はシゴト・週末はリラックス、ターゲットを変え全曜日稼働を目指す施設づくり 大和信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00059 株式会社ＯＶＥＲ　ＡＬＬ 2150001022002 通常枠 アフターコロナの地域健康フィットネス 齋藤　壽彦

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00061 株式会社関西鳶 4150001012125 通常枠 建設現場の事故ゼロを目指す～職人の命を守る次世代足場事業～ 隅田高司

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00062 株式会社誠福園 4150001015301 通常枠 「ＦＳＳＣ　２２０００　Ｖｅｒ．５」を取得した高付加価値製品の製造販売 清水　和也

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00063 株式会社建築塗装ノグチ 9150001023274 通常枠 ドローンをフル活用し地域と日本の衣食住の更なる発展に貢献する 隅田高司

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00065 株式会社北田金属工業所 1150001004810 通常枠 カーアイランド九州のエコカー対応に貢献する高機能部品生産体制の構築 公益財団法人大分県産業創造機構

近畿 奈良県 五條市 R2292U00066 正木産業株式会社 9150001015742 通常枠 高精度飲料キャップの成形から各種検査、梱包までの完全自動化 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00068 株式会社柿の葉ずし 5150001000525 通常枠 新技術導入による冷凍ずしを製造販売することによる新市場開拓事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 天理市 R2292U00070 株式会社アイエスエー 5150001000005 通常枠 世界初のＳＫＤ製オートバイ用ブレーキディスクローターの製造販売 森田　大

近畿 奈良県 桜井市 R2292U00074 株式会社中西商会 5150001009459 通常枠 環境にやさしく土地の価値を守る「エコジオ工法」を使った地盤改良事業計画 株式会社百五銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00078 株式会社ＬＣＰＭ 2150001023000 通常枠 飲食店イベント活性化事業 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00080 有限会社大岡製作所 4150002008527 通常枠 築き上げた金属精密加工技術で、自然災害が多い国に必要な新たな電気通信網製品に挑む。 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00085 株式会社ＮＥＸＴ西日本 4150001019789 通常枠 名称＝テレせる（Ｔｅｌｅｗｏｒｋ＋Ｃａｐｓｕｌｅ）を使用した働き方改革の提供 川嶋　善明

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00086 株式会社ノベルティ 2150001008546 通常枠 エコバッグ市場を狙った環境配慮型印刷業への新分野展開計画 税理士法人ビジョン・ナビ

近畿 奈良県 五條市 R2292U00088 有限会社ながたに生花 2150002010988 通常枠 アフターコロナ時代における安心安全な世界にひとつだけのお葬式 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00089 有限会社インターネット 3150002007372 通常枠 携帯電話販売会社が、全く経験のない高級食パン製造小売業に挑戦！ 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 桜井市 R2292U00090 やまとびと株式会社 4150001009294 通常枠 地元中小企業の人材不足解消を目的とした販促ＢＰＯサービスの提供 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00091 株式会社山田プラスチック工業 1150001011360 通常枠 最初から最後まで！ＰＶＣリサイクル事業への全面参入。 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 R2292U00098 株式会社豊国 2150001013414 通常枠 溶接ロボット導入で思い切った業態転換を図り、Ｖ字回復を目指す 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 R2292U00101 株式会社カキモト 8150001006957 通常枠 非鉄金属加工技術確立による荘厳具の商品化と仏具業界への販売展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292U00102 中井鉄工建設株式会社 7150001018482 通常枠 重量鉄骨製造業から鉄骨二次部材（軽量鉄骨・形鋼）の卸売業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 天理市 R2292U00103 株式会社ＭＯＲＥ 7150001023301 通常枠 ウィズコロナに対応した個室タイプの総合美容サロン 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00107 株式会社リアクト 9150001019958 通常枠 地域密着型ライブ動画配信プラットフォームの構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡黒滝村 R2292U00113 谷本商店 通常枠 地域の空き家を利活用・柿の葉寿司専門「１００年古民家」飲食店の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00115 株式会社オクダオプティカル 5150001012504 通常枠 近視進行抑制機器開発事業 弓削一幸

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00117 釜屋化学工業株式会社 7150001009060 通常枠 ＣＯ２削減を志向する設備で脱炭素化が可能な新素材容器の製造計画 株式会社あけぼの経営

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00118 株式会社栗実住宅 3150001000725 通常枠 奈良の人々に経年美化していく注文住宅を設計施工する工務店事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00123 新明金属工業株式会社 7150001001001 通常枠 脱炭素社会の実現に向けた電動農業機械部品の新分野展開 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00125 株式会社フジフレックス 9150001016600 通常枠 射出成形技術を用いた人工関節用ＡＲ簡易ナビゲーションシステムの開発 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00126 株式会社ベビーフェイス 1150001006253 通常枠 観光産業と相乗効果の高い未来型飲食事業の展開ー海外人材育成事業による国際戦略の拠点づくりー 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00131 株式会社風神 9150001007830 通常枠 自家製うどんとセットメニューでみんなが満足、満腹計画 升谷道教

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00143 アイピー株式会社 4150001022818 通常枠 天然バイオマスを使用した医療用プラスチック容器の製造事業 株式会社打越会計事務所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 R2292U00144 有限会社銭谷小角堂 4150002011290 通常枠 クラフトビール自社醸造とタップルーム新設による収益拡大 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 R2292U00154 株式会社創喜 2150001019601 通常枠 ファクトリーショップ「ＳＯＵＫＩ　ＬＡＢＯ」及びワークショップオンラインの新設事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 R2292U00162 株式会社ヒカリワールド 8150001013961 通常枠 脱炭素に貢献するタイヤチップ燃料の製造 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292U00164 株式会社ナガサワぷらす 2150001010205 通常枠 この時代だからこそ「人と人の温もり」をリアルに新生活応援隊！ 奈良県商工会連合会

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 R2302G00001 株式会社紀州ほそ川 4170001009235 卒業枠 八升豆由来の抗パーキンソン病補助食品の製造販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 R2302S00001 株式会社カネヒロ水産 1170001008603 緊急事態宣言特別枠 「発酵熟成魚」でＢｔｏＣ市場を開拓する事業再構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 R2302S00004 ただし接骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナからＶ字回復！各スポーツに特化したトレーニングプログラム提供事業 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302S00005 トラットリア　ステラート 緊急事態宣言特別枠 レストラン経験を生かした地域創生型のパン販売事業 上野　隆也

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 R2302S00006 ＪａｐａｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ煌 緊急事態宣言特別枠 本格和食店への参入と白浜初のミシュランガイド掲載店を目指す きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 海南市 R2302S00008 株式会社アレフト 3170001006497 緊急事態宣言特別枠 卓上レモンサーバーを設置する焼肉店の開業 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00009 山県株式会社 4170001003576 緊急事態宣言特別枠 「人が集まらない結婚式」としてフォトウエディング事業を開始 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00010 ＋３９ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 飲食店経営からキッチンカーへの再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00012 豊染工株式会社 5170001003476 緊急事態宣言特別枠 旧式起毛機による本物ヴィンテージ起毛生地の復活 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 R2302S00013 梅吉食品株式会社 5170001009168 緊急事態宣言特別枠 梅干の副産物「梅酢」でアップサイクル！急速冷凍で仕上げる「梅からあげ」の製造 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00014 カフェモコ 緊急事態宣言特別枠 紀州の串カツ屋「串カツのＧｉｎ」開業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00015 株式会社真田堀家守舎 4170001014689 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンを用いた地域コミュニティ構築のための新事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00017 泰久株式会社 6170001012732 緊急事態宣言特別枠 紀州和華牛を満喫！二段階食べ放題しゃぶしゃぶ業態の展開 テントゥーワン税理士法人

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00021 株式会社天翔 1170001014510 緊急事態宣言特別枠 清掃事業で培ったノウハウを活かすニッチ分野の警備業への展開 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00022 オーロン物産株式会社 3170001000566 緊急事態宣言特別枠 実現困難だった超速硬化ウレタン吹付工法により新分野展開を図る 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00024 有限会社アリエル 1170002005896 緊急事態宣言特別枠 和歌山特産食品の品質を落とさない瞬間冷凍のお料理を全国各地に販売する小さなカフェの新事業展開 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 R2302S00025 中華菜香房　延 緊急事態宣言特別枠 中国料理専門店の販路開拓計画　～笑顔あふれる時間の共有～ 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00026 花グループ花酒花美装 緊急事態宣言特別枠 令和の新しい着物、気軽に日常で簡単に着れる「つくり帯」を販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00027 ミラノドゥエ 緊急事態宣言特別枠 城下町の小さなパスタ屋で三大伝統イタリア菓子のテイクアウト事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 橋本市 R2302S00028 有限会社畑自動車 6170002010842 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での消費者動向変化に対応した洗車・ＥＶ市場での事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00029 ワールドクラフツ 緊急事態宣言特別枠 小さな手芸教室が全国へ！オンラインで展開する多角化認定講師講座ビジネス 藤永　滋

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302S00031 アップス 緊急事態宣言特別枠 小規模オフグリッド電源導入支援事業 和歌山県商工会連合会
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近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00001 温泉民宿　大村屋 通常枠 地域食堂「みやずし」の運営による熊野本宮エリアの地域活性化への貢献 鈴木　熙

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00004 和歌山県土砂協同組合 7170005000229 通常枠 『　「三方よし」を実現する岩塊の受入れ事業　』 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00008 橘電装工業株式会社 9170001002053 通常枠 金型の内製化による板金加工能力の高度化と新市場への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00009 有限会社丸幸 6170002003540 通常枠 自社の仕入・ブランド力を活かしたＦＣ事業進出による卸売業への転換 西武信用金庫

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 R2302U00014 株式会社東亜紀の川 6170001010686 通常枠 ＩＯＴ・ＡＩスマートライン構築による高機能継手の自動化展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302U00016 株式会社みちうえ 6170001006890 通常枠 ～対面からオンラインへ～創業１００年の老舗企業が提供する新たな葬送サービス 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00018 有限会社家具のあづま 8170002008273 通常枠 紀州桐箪笥の産地を復活させる伝統工芸士としての飽くなき挑戦 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00021 株式会社吉田 7170001003508 通常枠 和歌山産の素材を全て使用したクラフトビールの輸出事業の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302U00022 株式会社泉南オートグリル 8170001010214 通常枠 泉南オートグリル岸和田サービス上り線のレストランのエリアを約半減して他業務に転換する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302U00023 有限会社エコファームわかやま 5170002010513 通常枠 桑の葉等を活用した健康食品の開発と一貫生産体制の確立 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 R2302U00026 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353 通常枠 仮撚り（糸加工）技術の開発による新たなニット市場の開拓 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00027 株式会社富栄建設 1170001004940 通常枠 和歌山県産青果を使用した乾燥・粉末食品製造販売への挑戦 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00028 白光印刷株式会社 6170001006809 通常枠 培ったノウハウを活かした紙器製造で今までになかった新市場を開拓 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00029 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｉｓｌａｎｄ 2170001012406 通常枠 高齢者のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ実現計画 金岡　孝明

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00030 有限会社アトリエ・イングス 1170002005590 通常枠 オリジナルデザインの物販／リーズナブルな動画制作事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 R2302U00034 高垣酒造株式会社 7170001007500 通常枠 「産学連携や地域連携による、和歌山産フルーツを使った日本酒ベースのリキュール」の開発 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00035 株式会社ＪＫクリエイティブ 6170001012699 通常枠 「ＳＤＧｓ」の取組により、地域とともに生きるリサイクルプラントへの事業再構築 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00038 オカダヤ 通常枠 「和歌山ギョーザ」をテイクアウトとＷｅｂ販売で全国展開する事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00040 株式会社第一製版印刷 3170001001886 通常枠 顧客の営業力強化のため、デジタルを駆使した商材を提供する新事業 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00042 株式会社エフラインミヤマ 1170001008561 通常枠 梅製品のＥＣ市場拡大をサポートする３ＰＬ事業への事業転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00043 株式会社アラモードレーヴ 7170001012319 通常枠 女性専用の美容ワンストップサービス（ヘアサロン・セルフエステティックサロン・育毛サービスの融合） 安村　摩耶

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00046 角谷産業株式会社 1170001005286 通常枠 耐震・強靭・長寿命化を備えたポリウレア樹脂のスプレー加工事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00057 太陽食品株式会社 8170001002013 通常枠 アレルゲン対応工場の新設と給食市場への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00064 株式会社ヒロマサ 8170001013860 通常枠 鉄鋼物（橋梁等）の製造工程（製造加工・塗装・輸送）の一本化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00067 有限会社エストレン 1170002005351 通常枠 次世代のダイビング用ボンベ「ナイトロックス」の製造及びレンタル 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 R2302U00080 山本製作所ＢＡＳＥ株式会社 9170001015897 通常枠 唯一無二の特殊研磨ステンレス材を活かしたオリジナル家具製造販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00081 有限会社ティースペック 9170002004718 通常枠 コロナ禍で変化するイベント開催形式に対応した立体音響の提供 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00082 稗田化学工業株式会社 4170001008872 通常枠 大手コンビニチェーン向け冷凍粉砕梅干しの量産体制の構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00086 アドバン工業株式会社 3170001000129 通常枠 インフラ保守部品であるカムラー（掴線器）の製造への挑戦と、安全工具市場への新たな開拓 立野　靖人

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00087 株式会社ホテル大阪屋 6170001002972 通常枠 低稼働宴会室等を加太型ワーケーションの新型宿泊室へ整備し高付加価値化 税理士法人にしかわ

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 R2302U00089 株式会社レオクリーンサービス 7170001015503 通常枠 養豚用エコフィードへのリサイクルを行う食品残渣中間処理事業 鶴田　寛之

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00090 出井建築 通常枠 ウッドショックなんかに負けない！宮大工が手掛ける塔婆事業 三輪由喜夫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00100 株式会社和歌山放送 4170001003832 通常枠 ラジオ事業者からメディア・ミックス事業者への転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302U00101 キミノーカ 通常枠 野菜ジェラート専門店の「農家の幸せ食卓」お届け事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00103 株式会社保田鉄工所 7170001007938 通常枠 金型製造技術を生かした次世代自動車部品製造への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 R2302U00105 一栄水産 通常枠 うなぎ養殖・販売事業から加工品製造・販売への転換　～ｔｏＢからｔｏＣへ～ 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 R2302U00107 ペットハウスジャスパー 通常枠 地方の保護犬とオンライン面談できるドッグカフェの経営 植田　竜夫

近畿 和歌山県 橋本市 R2302U00118 妙中パイル織物株式会社 7170001011007 通常枠 新設備導入によるプリント事業再構築と新事業進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海南市 R2302U00124 株式会社いとうともひさ 9120001190241 通常枠 移住需要に応え、空き家問題を解決。大工が施工技術をレクチャーする地域工房事業 海南商工会議所

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00127 株式会社はまだ 3170001007891 通常枠 顧客物流の合理化を伴う新規分野（貸倉庫業）への転換による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 R2302U00129 太田養鶏場 通常枠 燻製製品製造設備を導入し、鴨肉ベーコン・ハム・ソーセージの販売 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00132 株式会社サンキョー 5170001001356 通常枠 ＰＣ（プロセスセンター）開設事業計画 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00133 株式会社幸輝開発 7170001001197 通常枠 再生アスファルト混合物の製造販売による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 新宮市 R2302U00134 株式会社協和水道設備商会 6170001011437 通常枠 地域の交流拠点ともなる体験型モデルハウスを活用したリフォーム事業への展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00138 サンドヤ 通常枠 おなかのみかたはみんなのみかた　発酵食品をメインとする事業展開 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 有田市 R2302U00139 株式会社中尾酸素 1170001007381 通常枠 田舎のガス屋さんの新しい挑戦！コールドエバポレーターのメンテナンス業への進出 福留　由紀子


