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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【近畿ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 福井県 福井市 株式会社岡本吉之亟商店 1210001000794 業務用酒類卸での余剰物件撤去と英語表記による地酒ネット販売運営システム構築による業態転換 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 もてなしや絆 地域資源を使った多様なテイクアウトスイーツによる街中活性事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 アクティライフ株式会社 2210001008531 服飾品及び貴金属等を含めた一品査定買取の取組による事業再構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社アドヴァンス 2210002008563 業界初　ダイバー人口増加と活性化に向けたサブスクリプション事業 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 福井商事株式会社 2010001103716 アフターコロナにおける新しいライフスタイルに対応する小屋（オリジナル個室）の制作、販売事業の立ち上げ 株式会社福井銀行

近畿 福井県 小浜市 株式会社兵左衛門 3210001014009 「兵左衛門」の上質で安全な「漆１００％の箸」を中国市場に広める︕ 長谷　有希央

近畿 福井県 福井市 株式会社身のこなしラボラトリー 9210001008640 スポーツ指導者等への運動指導業種から個人向け筋活動センサー製造販売業種への業種転換 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 ＨＡＭＡ庵 こだわりの越前そばのネット販売事業進出のための工場設置事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 テラオライテック株式会社 6210001011812 設備工事事業からアウトドアギア事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 有限会社秀徳 4210002010690 新たなラーメン開発（冷凍・乾麺）と地域産品のネット販売及び飲食店向けオーダーシステムの全国販売事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大飯郡高浜町 田舎家そらしど 昔の火鉢とかまど再活用。管理栄養士がプロデュースする「昭和の田舎」体験型飲食店 京都府商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社ＭＡＣＲＯ 2210002009289 日本初のチーズ料理専門店による小規模飲食ＦＣパッケージ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 松原蝶製作有限会社 7210002013410 眼鏡部品工場が経営する材料再生小売店販売事業 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 福井市 株式会社ブライダルスポツト 2210001003202 多様化するお客様ウェディング実現支援へのＷＥＢ構築 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 福井市 下野陽子 テイクアウト事業の新分野展開による夜間営業体制からの脱却 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 敦賀市 有限会社つりや 9210002010422 鮮魚卸売業の経験を活かした鮮魚等加工品製造への取り組み 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 日本ディシーフーズ株式会社 3210001002632 冷凍保管能力拡大でのウニの産地別・ヴィンテージ熟成を軸とする新分野展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社ホテルあけぼの 4210002003389 「福井を、美味しく、華やかに」和から高品質フレンチでＶ字回復 株式会社福井銀行

近畿 福井県 あわら市 株式会社エムシー 5210001016548 高品質な消毒液スタンド商品化とブランド展開で事業再構築を実現 大丸経営コンサルティング株式会社

近畿 福井県 坂井市 北陸マシナリー有限会社 2210002003936 競争相手が少ない大型金属製品（２０００～１４００ｍｍ）加工事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社アメニティウエルネス 2210001012665 太陽光パネルリサイクル装置導入による太陽光設備の回収・リサイクル推進事業 福井信用金庫

近畿 福井県 あわら市 近藤建設株式会社 4210001007110 再生可能エネルギー促進に貢献するＩＣＴ活用型地盤改良工事一括施工体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 マーレ株式会社 6210001009575 日本海の新鮮な旬を堪能できる越前海岸の浜焼小屋事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社リバーフォレスト 2210001008770 福井県初！　日本海に沈む夕日が絶景である三国町のプール付き貸別荘事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 小浜市 有限会社大手ビル 2210002013695 「健康の街・小浜」実現のためのフィットネスジム開業事業 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社デライト 6210001017082 高性能ドローン機による新事業の展開 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 日東開発株式会社 6210001007050 地域の守り手として！ＩＣＴ技術を活用した港湾事業への参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ラニイ福井貨物株式会社 4210001002895 ＷＭＳシステムと定温倉庫導入による「運送業」から「トータルロジスティクス業」への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 ダイコー建装株式会社 2210001011709 建設業であることの強みを活かした店舗設計によるコロナ禍に強い飲食事業 株式会社北國銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社奥田精工 4210001012746 高精度金属切削加工を用いた高価格高品質キャンプ用品の製造 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社フードサービス福井 6210001003041 コンテナハウスえを使用した全天候型高規格グランピング施設の開業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 マエダセイカ株式会社 3210001003713 マイクロツーリズムをターゲットにした新ジャンルスイーツの開発 福井信用金庫

近畿 福井県 丹生郡越前町 株式会社スカイ 3210001013539 ５軸大型加工機導入よる自社開発研磨機の商品化展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 アイダプランニング株式会社 1011001063819 フランス料理店が手掛ける惣菜と酒粕スイーツのテイクアウト事業 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 あわら市 株式会社清風荘 5210001007241 温泉旅館での「新たな経験・体験・感動」を提供するローコスト「おもてなし」オペレーションの開発 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 玉木鈑金株式会社 2210001016988 トラックの高機能化による重量化に対応した次世代軽量架装の製造事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社大協 5210001001979 「食品用フィルム印刷事業」から「角のないチャック製袋事業」への新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

近畿 福井県 福井市 有限会社サービスクリエイト 8210002009127 飲食事業とのシナジーを追求した高級輸入車販売による新分野展開 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社福栄倉庫 7210001003346 地域の要、繊維業をＤＸ型物流サービスでバックアップ！！ 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 榊原建設株式会社 5210001012902 空き家解体参入から始まる環境循環型ビジネスモデル構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社藤田製作所 3210001013233 メスハンドル製造に伴う機械設備導入及び設置場所の改装 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社吉﨑鈑金 5210001016374 地域初の「エーミングセンター」開業による高年式サポカーの完全整備と「適正車検センター」開業による低年式車の路上安全を確保 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 富士観光事業株式会社 9210001003154 不動産業から２４時間型フィットネスジム運営による業種転換計画 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社森土建 5210001007695 地域唯一の「民間除雪スペース」整備によるクラウド型除雪管理体制の構築 福井信用金庫

近畿 福井県 越前市 株式会社カワチュウ 2210001011568 商社としての部品調達力を生かしてＦＡ設備製造業への業種転換を図る 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社エイト 3210001016112 世界唯一のチロルリボン量産工場見学及び「地域×観光」交流カフェスペースの整備 株式会社北國銀行

近畿 福井県 坂井市 有限会社ランチサービス 6210002008015 連続フライヤーシステム導入による増加する中食向け業務用総菜卸事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社オルフ 3210001015428 中国製眼鏡フレームの優位性を取り込んだｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮ眼鏡フレームの製造 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 北陸三木商事有限会社 3210002003935 福井県初ドックラン併設型コインランドリー事業への新分野展開 萩原　佳

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 伊酒屋バル　ジーモ 学生街の居酒屋からペットと楽しめるイタリアンレストランへの転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社美和 3210001008563 フォトジェニックな洋菓子製造販売進出事業 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 坂井市 越前竹人形協同組合 8210005004587 観光業の新たな挑戦！高級食パン専門店の立ち上げによる事業転換 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 鯖江市 有限会社中松 6210002013221 料亭の伝統と新世代の革新が生み出す「料亭カフェの和パスタ」事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 基商事株式会社 1210001016147 循環型社会への移行に貢献、回収資源からペレット製造への展開 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 バーワイダッシュ Ｂａｒからカレー専門店への業態転換で福井発のカレーをブランド化し全国に展開 福井商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 株式会社北成 4210002013388 施工性向上で建設業界の人手不足に対応する「せん断補強鉄筋」製造 藤野　恵子

近畿 福井県 坂井市 憩い処　みなみ 港町の居酒屋が名物メニューをＯＥＭ商品化　食品製造業に進出 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 株式会社ミヤゲン 1210001010793 バーガー袋・揚げ物袋等の食品用紙袋の製造装置及び施設整備事業 敦賀商工会議所

＊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。
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近畿 福井県 福井市 株式会社ＢＬＵＥＭＡＮ 7210001009153 名車再生「コンバートＥＶ専門」次世代認証工場整備による革新的レストア事業の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社ケーアイ 1210001007534 業界革新アルカリイオン電解水による無洗剤クリーニングシステムの構築 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 エネックス株式会社 5210001000535 北陸唯一！アルコール食品防腐剤の開発・生産・販売に取り組む 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 いち福 日本料理店→蕎麦専門店の事業転換による福井県若狭町への地域貢献 水戸　脩平

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社マエダクリーニング 8160001010231 丁寧な接客で地域先行的に開始する寝具コインランドリーサービス ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社中江産業 5160002010737 ガラス容器検査から飲食店のポストコロナ時代を支える倉庫業への新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社アゼット 3160001017140 業者向け惣菜卸売事業から和食惣菜のＥＣ小売事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｂｌａｎｃ　ｄｅ　Ｂｌａｎｃ 7160001016196 完全個室のパーソナルジム運営により健康と体力作りをＴＯＴＡＬサポート ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社エヌコーポレーション 9160001019461 コロナ禍でも安心して遊べるｅ－ｓｐｏｒｔｓゲーム特化型ゲームセンターの開業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 ロンロヌマン 食肉加工技術を活かしサブスク事業と業務委託による販路拡大を実施する 草津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ラ・ナチュール 3160001021968 冷凍チーズテリーヌのブランド化によるオンライン販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 Ｐａｓｔａ　＆　Ｃａｆｅ　Ｃｏｃｏｔｔｅ 地域に愛される事業が音楽の力でコロナに打ち勝ち地域経済に貢献する 三須税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 淡海陶芸研究所 陶芸の全工程を５日間で体験する宿泊型陶芸体験事業で付加価値を創出 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 マルハチＤＥＮＫＩ 電器店の新展開！ドローンによる農業支援＆次世代スマート農業へ 近江八幡商工会議所

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 カレーダイニングアジアン カレー専門店が挑むキッチンカー事業と未来を見据えた再構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＥＡＳＵ 9160001018356 無人型レンタルルームでコロナ禍でも会食の場を創出する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社中島仏壇 3160001016571 仏壇仏具販売から宝石やブランド品買取事業への新分野展開　事業 髙司　浩史

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ぼっこ 8160001022202 資格で自立できるヨガ講師が育つオンライン養成講座の開発 山本　哲郎

近畿 滋賀県 湖南市 ＣＩＣＥＲＯ 「ウイズコロナ×イタリアンテイスト（洋風だし）新感覚ラーメン」による居酒屋からラーメン店への事業転換 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ビイサイドプランニング 9160001013092 介護業界での就業を希望する外国人人材に対する教育事業の展開 行政書士法人ＩＮＱ

近畿 滋賀県 大津市 株式会社エコグリーン 3160001018782 既存事業の利益率も高める非接触型不動産事業の新展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社Ｎａｚｕｎａ 4160001020903 ブランド拡張・Ｎａｚｕｎａブランドの商品開発とＥＣの構築 株式会社ナレッジラボ

近畿 滋賀県 米原市 タノシニア合同会社 3160003000887 ＩＴのプロによるパソコンのホームドクター事業 三須税理士法人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮフードサービス 7160001022293 コロナで外出を控えてる皆さんにご家庭で外食気分を味わっていただくテイクアウト・デリバリー事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 華建築株式会社 1160001009206 宿泊体験で実感！空き家対策・ヒートショックを防ぐ断熱改修リフォーム事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 大津市 炭楽屋とりうめ 窯元新設、オリジナル陶磁器食器の製造販売及びワークショップ開催による伝統文化発信事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社鮒清 8160002009834 日本料理店からランチ営業及び居酒屋営業への事業再構築事業 税理士法人ランドマーク

近畿 滋賀県 大津市 株式会社プライムサンズ 3160001003801 体験型×訪問式移動カフェ！地域活性、アウトドアで日本を元気にプロジェクト！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ワイ・エス・メディア 5160001012429 少子高齢化に伴う社会問題を解決する非接型不動産事業の新展開 西村　剛史

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｊｉｄｏｒｉｙａ 3160001019145 自社製造の生餃子で居酒屋から生餃子専門店への事業転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 リュウセイ 漁獲物・水産加工品の製造およびオンラインでの通信販売 豊田商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社スタンドアウト 5160001022147 働く・生きるをデザインする　コワーキングスペース新規事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 アルゴブレイン株式会社 5160001013757 ＡＩによる業務システム自動開発のクラウドサービス事業開始 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社Ｄ・Ｊａｎｃｔｉｏｎ 1160002009196 「美と健康のトータルサポート」“セルフパワーフィットネス”事業の確立によるブランド力強化への挑戦 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 コトリゴルフ ゴルフパターシャフトへ蒔絵（漆）を施し、ｅＢａｙと自社ＨＰで全世界へ販売 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 Ｐｅｔｉｔｅ　Ｆｒａｎｃｅ　プチフランス 国内語学留学をベースとした体験型複合施設への新分野展開 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社どこでも介護 5160001017428 どこでも介護の「リハビリショートステイ事業」 大津商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 荒木電子工業株式会社 1160001007192 電子回路基板実装事業にて培った信頼の技術力を活かし、血液透析装置等の医療機器完成品組立分野への新規参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 江州計器工業株式会社 2160001000691 江州計器工業株式会社樹脂切削事業新規参入計画 大津商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社松本経営開発 3160001007315 遊休地を利用したコンテナトランクルーム事業 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 栗東市 淺野運輸倉庫株式会社 7160001013243 準低温温度帯での保管サービス分野展開及びＡＥＯ取得による保税機能強化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 草津たわのした 商品開発力活かし食品販売業へ！Ｗｉｔｈコロナに強い冷凍餃子製造販売へ業種転換 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社湯元舘 8160001002055 創業１００年旅館を目指して、強みを活かした愛犬と泊まれるラグジュアリーな旅館で新分野に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 合同会社カフェトレ美塾 2160003001779 食べて健康に痩せるカフェでダイエットをＴＯＴＡＬサポートする事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 中川吉兵衛商店 地元農家と連携して新たなブランド米を創造し，ＥＣで全国展開 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社河瀬鐵工所 1160002006383 ＦＡ市場の拡大に伴う、食品・医療分野等のロボットを活用した生産設備の提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 マスダ商事株式会社 4160001016372 植物細胞水の新たな有効成分を活用したスキンケア製品原料等の生産販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社クリスタル 5160001010366 葬儀シミュレーションシステム及びリモート葬儀システムのＡＳＰ提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 長谷金属株式会社 1122001005915 自動倉庫部品製造のための自動化工程構築による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 滋賀県 高島市 ＣＯＦＦＥＥ　ＷＯＲＫＳ　ＰＬＵＳ コーヒートレーニング事業の開始による研修施設の整備 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 山一産業株式会社 5160001013195 高性能設備導入による医療・食品加工関連分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社かもしかリゾート 6160001020463 キャンプ初心者のための自然共生体験型アウトドアパーク事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社名神彦根オート 3160002008667 認証工場取得による地元に密着した環境配慮型自動車整備業の確立 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 みさか工業株式会社 6160001008797 手術台の部品製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社プロスペリティ 7160001020314 ハンドワーク専門会社による障害者への就労継続支援および放課後等デイサービス事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社近江工業 6160001009176 先進的な金属加工技術の導入による自動化装置市場への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ひょうたんや 3160001010946 和食調理ノウハウを活用した魅力あるブランド近江牛ギフトへの挑戦 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 長浜市 高橋金属株式会社 9160001006765 コンタミレスを可能とするＩＳＯ　Ｃｌａｓｓ７相当のクリーン鈑金事業への再構築 株式会社滋賀銀行
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近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社駒吉 4160002010564 日本料理店のノウハウ・仕入れルートを活用した和風焼肉店への転換 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 株式会社プロテック 8160001014686 拡大成長するデジタルサイネージ等を取り入れた独自の建築金物を製造 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社花好 6160001009564 新しい生活様式に対応するペット用品専用ランドリー併設型コインランドリー事業 三須税理士法人

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社湖北製作所 3160001007240 一貫生産を行う金属加工業の、地の利を生かした新技術習得による低炭素エンジン部品製造への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社仁礼物流 3160001016134 倉庫取得で下請運送から脱却し地域と共に物流事業に挑戦する 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 カフェレストラン　アドリア 滋賀の食材を使用した老舗カフェレストランの中食市場向け商品製造販売 株式会社イソシエ

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社サンファミリー 7160001006651 人材会社によるコロナ失業人員を再教育・活用した複合型アクティビティ施設事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 中島商事有限会社 8160002008407 付加価値の高いキクラゲ栽培を通じた健康増進と地元雇用創出 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 アクアシステム株式会社 9160001008002 液体残量のリモート管理ができる液面計とそのシステムの開発 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 守山市 林フォーム工業株式会社 6160001015414 デジタル技術と精密スリットを融合したクリーンルームでの衛生関連加工分野への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社大地 5160001015638 感染症対策されたプライベート向け「和牛料亭」事業への進出計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 カーオフィスレボ 新たな顧客層獲得のためのエステ事業への進出 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社品川 5160001000929 近江牛を使用した本格的肉棒寿司専門店の開業事業計画 大津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 サーガス土地販売株式会社 6160001014663 コンテナハウスのモデルハウスを活用した新たな住宅価値の提案事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 湖南市 上西鉄工所 当社保有の遊休資産を活用した新分野事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社アイズネクスト 3130001047124 「大家さんも喜ぶ！次世代インターネット設備革命」 川村　啓輔

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社輪 7160001017608 揚げたてカレーパンをドライブイン方式のテイクアウトにて提供 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 西口左官株式会社 2160001019492 ｗｉｔｈコロナ時代の新しいショールーム開設と住のＤｔｏＣブランド構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 3160003001621 ３次元計測技術を用いたプラント点検 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社タナベエナジー 2160001010047 飲料水の製造プラントを新たに構築し、その製造販売事業への業態転換 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 東近江市 川口設計管理事務所 大規模営農事業者向け土壌改良事業による高収益野菜の栽培支援 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 オステリアバールコジコジ イタリアンのシェフが作る具材に拘った創作パン屋さん ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 有限会社オートショップビッグワン 3160002005557 「地域貢献をテーマに」自動車販売修理業から訪問看護事業への進出 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 長浜市 なかや 過疎地の高齢者を元気に！天然大豆の高栄養価健康弁当の移動販売 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ばんば農産 3160001022248 乾燥調整事業と卸販売で持続可能な地域農業の発展 税理士法人吉永会計事務所

近畿 滋賀県 草津市 こう接骨院 接骨院が提供する継続型パーソナルトレーニングジムとオンライントレーニング事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 皿そば渚庵 滋賀の皿そば屋が大人気鯖寿司を冷凍化。ＥＣサイト構築し通販等に挑戦！ 大津商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 ホリゾン・インターナショナル株式会社 3160001012050 地域に根差した複合業態型施設建設と新規事業展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 大橋歯科クリニック 「高齢者施設歯科支援サービス」への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社トレゾアプラスカンパニー 5160001014986 店舗での学校制服のリユースショップ事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 有限会社辻野自工 4160002008352 お客様のニーズに応えた業務用車両の塗装板金で地域の絆を強化 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ウィリアムレーシング 1160001014635 北海道の大自然内での競走馬育成牧場とファームステイ宿泊施設の併合事業 三浦　優

近畿 滋賀県 大津市 アワノコーティング クラシックカー業界への進出のための作業スペースの建設 鯉淵　拓真

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社メッツワールド 6160001007114 セントラルキッチンを活用したキッチンカー事業への新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社南洋軒 4160001013023 急速冷凍技術を活用した新たな製造方法による冷凍おせち・冷凍駅弁製造事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社アイテス 1160001016292 ２４時間不良解析サービス　＂解析　ＥＸＰＲＥＳＳ＂　の立ち上げ 清水　奈津

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社共和製作所 3160001009872 ＩｏＴ時代に突入！半導体製造装置のフレーム加工市場へ進出で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 有限会社　キャッツ 8160002004447 ランドリー事業への参入による新分野展開と経営リスクの分散 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 高島市 保木機料株式会社 5160001012049 スーパーニッチ分野「ロボット用電線保護繊維」製造への参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｒｅａｌ 1160001016268 テレワークでの住替え需要をターゲットとした不動産仲介事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 田中建材株式会社 3160001011952 木質アスファルト再生合材による脱炭素への貢献と解体の新たなモデル構築 税理士法人小畑会計事務所

近畿 滋賀県 米原市 滋賀オート株式会社 7160001006726 大型特殊重機／クレーン／大型車両等へ進出し車両分野における総合コンサルティング事業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ヤマト精工 6160001008863 最新ＣＮＣ旋盤装置の導入による電気自動車部品受注を取り込む新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社芝山タイヤ工業所 6160001000886 地域の法人と連携し、タイヤストックサービスに挑戦 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 相撲茶屋　賀位の山 ちゃんこ屋の大将が厳選した近江牛ヘレ肉とちゃんこ鍋の通販事業計画 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社牧村製作所 3160001008775 新分野展開　新エネルギー用バルブの製造 株式会社商工組合中央金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アドインテ 5130001029070 非対面接触による物販と広告配信が可能なスマート自動販売機「ＡＩＩＣＯ」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社イワタ 9130001019902 高級寝具の月額制利用サービス等によるＯＭＯの新展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 一般社団法人森のようちえんどろんこ園 4130005015266 託児付き　コワーキングスペース 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 宝本商事株式会社 1130001001256 リボンの特性を活かした雑貨製品を製造し、消費者に販売する事業 新井・松原コンサルティング株式会社

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ドゥオモ 5130001035713 既製品に直接刺繍できる機械を導入し，刺繍対応製品を大幅に広げるプラン 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社西洋舎京都 9130002017715 大豆及び京都伝統昆布だしを用いた高級生食パン専門店の製造・販売 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社万殿建設 3130002009362 建築リフォームでの地域密着営業を活かし高齢者向け配食を提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 グリーングラス 地域に愛される喫茶店から、コロナ禍での焼肉を主とした喫茶、惣菜テイクアウト複合事業への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社辻しば漬本舗 4130001066825 生しば漬けチーズケーキの開発・販売および　「発酵スタジオ大原」　施設の開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 やゝ 大柄な女性でも着られるアンティーク着物を着て京都で写真を撮影 小松﨑　哲史

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社時代屋 6130001028014 テイクアウト餃子専門店の開発及びセントラルキッチン構築による展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｊ・Ｆ・Ｓ 9130001034224 セントラルキッチンの構築による冷凍総菜のＥＣ販売とＯＥＭ事業への同時参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ
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近畿 京都府 京都市中京区 にほん酒食堂しずく 日本酒・ワイン専門家の酒販店経営とサブスクリプション販売による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社丸や 8130001049000 七味とうがらし専門店による新たな漬物用粉末調味料の開発・製造・販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市北区 アイカム株式会社 1130001002403 ビジネスホテルのアフターコロナに備えたリニューアル 井谷吉宏

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社らくよう総合研究所 5130001052948 京野菜を活用した発酵食品の製造販売業への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都かもがわ会計 3130001006864 ヘルスケア等を介して経営者が集う、コミュニティスペースの運営事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 ほいっぽ 肉割烹から市場ニーズを捉えたラーメン店への転換計画 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社マツウラ 3130001011699 寺社仏閣の京金物建築業が挑む納骨堂向け集合墓製造の業種転換 株式会社ＡＮＥＭＯＳ

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ラズワール 2130001030964 自社環境にて白生地に昇華転写プリント加工を出来る設備を構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 洛北ビニール有限会社 2130002006427 京都の職人で挑む超ニッチなオーラルケア等商品事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ロジック 6130001033261 本物のオーガニック商品開発により真の○○フリー市場へ切り込む 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 光洋軒 京都駅南ホテル街宿泊者をサポートするテイクアウト店の開設 ミレ信用組合

近畿 京都府 京都市南区 有限会社トリッキーパンダース 4122002012817 バドミントンスクール事業から卓球スクール事業への参入で地域活性化 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市左京区 地球の幸せを夢みるバク 現レストラン事業の技術をいかした冷凍ケーキのＥＣサイト販売の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社湯浅商店 8130002010308 楽只苑ブランド戦略として東京日本橋にアンテナショップの設置事業 西口　末和

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社山一洋菓子 6130002015168 主要得意先を喪失した洋菓子製造からパン製造に事業転換を図る事業の柱の再構築計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＤＡＦＦＹ 3130001069853 ラグジュアリーアイウェアの企画開発と製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＺＥＮＮＡ 1130001047704 ゲストハウス売上減対策としてカレーパン事業の新規展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ＮＩＣ株式会社 4130001045523 ＩＴ・ＩＯＴを活用した新しいスタイルの不動産管理事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 トーホーメイク スキンケアに特化した中古化粧品の買取販売事業、２次流通市場への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社作島 8130001017378 仏教ファン向け小売店舗「こころを癒やし整えるセレクトショップ」の立ち上げ 鷲尾　裕二

近畿 京都府 京都市中京区 新染苑廣田株式会社 8130001021165 世界遺産二条城近辺の観光客対象のキモノ関連作品の小売販売 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市左京区 Ｒプランニング 映像配信に特化したプロレス中継番組の定期配信事業 清水　仁志

近畿 京都府 京都市下京区 美濃与食品株式会社 4130001008744 漬物や惣菜の包装から食品業界を変える加工受託事業 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市下京区 Ｍｏｌｆｏ合同会社 2130003003968 音の問題をデザインとアートを用いて解決する吸音製品開発事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 近畿オート株式会社 1130001010430 幅広い業界に進出できる鉛バッテリー延命事業開始による新販路開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 ＹＵｒｉエステサロン 美容業から飲食業への業種転換 田中　久晶

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社京フーズ 2130002021640 社食宅配サービス進出による増収計画 新経営サービス清水税理士法人

近畿 京都府 木津川市 くにみ鍼灸整骨院 エステサロン事業計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社小川金正堂 7130002002140 最新のレーザーマーカーの導入によりＱＲコードを製品に直接刻印し、商品販売ページへと誘導する広告サービスによる新分野での売 立野　靖人

近畿 京都府 京都市北区 アレゴ 京都初・トータルビューティーサロンでのハリウッド眉毛パーマ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 丸福 ダシが自慢。老舗そば屋が手がける「京風おばんざいおむすび・京風スープ」のテイクアウト 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ＳＳ 「絶品洋食」×「コーチング」でコロナに打ち勝つレストラン事業 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社一杢 5130001019856 京都発「薬膳ハーブ茶」の開発及びマーケティングＤＸによる事業改革 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 高倉工房有限会社 1130002020701 世界中の人が購買対象。全く新しい京漬物チップスの製造販売。 豊原弘行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｎ＆Ｌ 4130001058070 起業者のための都心から離れたシェアハウス型レンタルオフィス 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 スギトラ ジェラート専門店を経営するパティシエの世界大会準優勝者が、新たに焼き菓子専門店を立ち上げる 竹内　雄一

近畿 京都府 木津川市 ナカムラポートリー 卸売から一般小売へ転換する手捌き鶏肉小売と惣菜販売店舗運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 京都三条大橋歯科診療所 デジタル技術を活用した総入れ歯の即日提供システム 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社萬丹屋 6130001053342 ドローン及びロボットマシーンを活用したスクール事業 南　博光

近畿 京都府 京都市西京区 ウナテ工房 京都の宮殿師が造るやすらぎの木製の家具、雑貨のＥＣサイトでの販売 清心税理士法人

近畿 京都府 長岡京市 谷川海事代理士事務所 将来必要とされる人材育成を。英語教育に特化した民間学童保育事業。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 洛陽織物株式会社 6130001004106 手織ミュージアム開設と手織帯活用新商品の工房販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 日本リフレクト化学工業株式会社 7130001012256 非接触ニーズを掴み新市場展開を図る遠隔操作対応屋外ＬＥＤディスプレイ（スマートダース）の開発 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社黛 8130001022725 新分野展開「飲食業⇒食品製造業（惣菜、弁当、通販商材）」へ新規事業化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フォレストホームサービス 1160001004272 「エシカル消費」ＥＣサイトの開発とＳＤＧｓリーディングカンパニーへの挑戦 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社北斎 7130001009657 低温調理による労働生産の向上と、地元顧客の集客事業。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社たきものゑびす 2130001031335 職人知識を生かした、菓子事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 巍Ｇ．Ｒｃｏ合同会社 9130003003326 キッチンカー事業への進出に伴うセントラルキッチン整備事業 田中　隆文

近畿 京都府 綴喜郡井手町 喫茶ラポ 喫茶店再構築計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 轡 京都、京北の魅力を生かした馬とふれあうリトリート事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｒｅ－ａｌ 2130001062306 地元密着型“婚活サポートサービス”新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社京都八百忠 9130002031823 老舗料亭の新設サブブランドによる店舗展開及び通販事業用セントラルキッチン設立計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｔ－ＳＴＹＬＥ 1130001051557 子育て世代に優しい美容院　観光客も旅先で気軽に予約可能！ 岩本　博至

近畿 京都府 京都市北区 株式会社西栄 3130001004777 西陣職人技術によるオリジナル雑貨でコロナ禍に癒しを与える事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 あらい農園 自社生産サツマイモを使用した天日干し芋の製造・販売事業 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 京都府 木津川市 焼亭ＪＵＪＵ 鉄板焼店から大和牛専門焼肉店への転換による、おひとりでも大和牛焼肉を　のプランの開設 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 鉄板焼　草庵 お好み焼屋さんから、京都発「健康弁当」のテイクアウトへ～京都産もみじ肉を使用した新感覚弁当 西河　豊

近畿 京都府 京都市山科区 餃子の朝日 中華料理店から焼き魚・豚肉・かしわ（鶏肉）専門の炭焼き弁当店へ 京都商工会議所
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近畿 京都府 京都市山科区 ＨＫ’ｓ　ＷＯＲＫＳ Ｏｒｔｈｏ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　事業 税理士法人　三宅事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社西利 3130001018372 業務用製品販売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 京都府 京都市北区 コントラバス工房　角本 ＫＡＤＯＭＯＴＯブランドの立ち上げによる、高付加価値コントラバス国内内製化事業 藤井　明登

近畿 京都府 京都市伏見区 陽美那 拡張現実を活用したヨガ教室とレンタルスペースへの新分野展開。 小山　富央

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社丸重屋 5130002021142 最新鋭３Ｄ化機材による橋梁等のデジタルアーカイブ事業への進出 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社さわらぎ 7130001004807 古都京都×現代アニメ文化で作るハイブリット文化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 高杉総合会計事務所 飲食店向け音声店舗運営アシストサービス 大平豊

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社創美社 1130001036351 医師管理下による基礎疾患のある人の新型コロナに負けない健康増進の為の運動治療推進機関 税理士法人第一会計

近畿 京都府 京都市上京区 植村行政書士事務所 学生・社会人・教員が交流できる、大学前コミュニティスペースの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 リュードゥルポ 喫茶事業を縮小し低糖質・京野菜をコンセプトにテイクアウトとＥＣへの転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 イマージュレール ヘッドピースをメインとした日本初の路面店を開業することによる業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ステーキハウス次朗 体、皮膚に優しく、利便性の高い、美容関連の小売事業 しんせい綜合税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 エッグバータマゴ 京都たまごの神髄！公式ＬＩＮＥを活用した三ツ星卵ソムリエによるテイクアウトカフェ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社フラット・エージェンシー 9130001005398 次世代担い手人材紹介・育成プラットフォーム“フラットｓｐａｃｅ”の構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ゲストハウス　トゥ・カサ 環境と社会にやさしい持続可能な「量り売り店」と「カフェ」事業！ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社雅工舎 2130001053305 地域ビルダーが取組むインターネットビジネス、新築リフォーム業者紹介サイト「みんなの工務店さん」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＨＣＫＹＯＴＯ 7130001060932 新しいライフスタイル・プレミアム」ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 お料理めなみ 朝からテイクアウトで滋味深いお粥を提供する事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市下京区 ダーツカフェガーデン京都 スマートフォンで対戦できる新たなゲームサービスの導入 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 工房かみ之 新たなニーズを取り込んだ神具の製造事業 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 長岡京市 平井鍼灸整骨院 地域に根差した鍼灸院が展開するトータルビューティーサロンの運営 税理士法人ほはば

近畿 京都府 舞鶴市 Ｔ－ｃａｒｅ エステ事業からパーソナルトレーニング事業へ。コロナ感染対策のパーソナルジム・デジタルヘルス管理で、働く女性の健康問題解決 齋藤　由宇

近畿 京都府 京都市中京区 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｇ－７７ シルクスカーフ開発・作成、販売 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 いっ福ｃａｆｅ 思い切って郊外へ移転！カフェから菓子製造小売業への業種転換計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アプリネット 1130001046929 顔検索システムを使った卒アル原稿　業務効率化システムの開発 ファミリービジネス税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 新食工業株式会社 4130001010898 京野菜加工食品製造事業 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 アンジュ株式会社 1130001053314 かわいい！袴で人気の企業が写真館に進出、幸せの絆の記録をお手伝い 金井　崇憲

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＲＥＡＬ　ＧＡＴＥ 9130001046285 就労継続支援Ｂ型事業所「ワーク工房　ココブリッジ」の開所 吾郷　泰佑

近畿 京都府 京都市北区 イタリア食堂ガロッパーレ 手頃な価格でプロの本格イタリア料理を再現可能なテイクアウト販売 乾　裕彦

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社ＡＲＫ 3130003006045 ウィズコロナ時代に合わせた新しいペットホテル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社Ａｓ　Ｇｌａｕｇｈｔｙ 5130001059456 郵送買取及び預かり査定等の非対面での買取に対応する古物商の買取店舗設営 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アンドワウ 1130001049691 お肉が大好きな人のためのサンドイッチ店出店計画 京都あおい税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ハイライト 1130002005909 コロナに打ち勝つチキンカツ！百貨店催事で「おふくろの味」を全国展開！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社葉桜 8130001057201 無添加オーガニック惣菜の店舗販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社みると 9130001028548 猫と人間が安心安全快適に暮らせる住空間作り猫インテリア事業 根井　大樹

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社香凜 9130002020792 デザインは自分、職人が形に。ニーズに応じて珠数が作れる環境の提供 荒尾税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 移動する竹村商店 行列のできる高級干し芋ＥＣサイト販売 前川　高志

近畿 京都府 亀岡市 株式会社悠翔 4130001035895 無垢材家具のインターネット通信販売によるＢｔｏＣへの進出 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ロイヤルマジック 9130001027938 “コミュニケーションツール”としての魅力を伝えるマジック教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 ミキモト化粧品新京都営業所 ポストコロナを踏まえ、成長産業である脱毛分野で地域社会に貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 ぷるらる ＰＲ誌の経験を活かし、店舗デザイン塗装事業への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 城陽市 株式会社モリタ 2130001038611 ＳＮＳマーケティングを活用した自社ブランドの確立・ＥＣサイトでの販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 シモムラ 外出自粛の疲れを解消！家族や若者向けフィッシングスクールサービス レンタルＥＣ株式会社

近畿 京都府 宮津市 いなかよし 納屋改築による満天の星の見える田舎風宿所の新設とバイラルマーケッティングによる新規顧客の獲得 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社エル・シャン 6080101014175 第一次生産者ＰＲ支援事業～美味しい！が届く「ＴＶトラック」～ 德元　利貴

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社大興電気 6130001014914 ドローンと画像診断ＡＩを用いた革新的スマート農業支援事業の展開 吉元秀樹

近畿 京都府 綾部市 ｌｉｍａｉｌｏ 新婦の夢を叶える！ウェディングコンサルティングへの業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社呑寄亭 8130002010118 京野菜ジェラートの商品開発、居酒屋からカフェレストランへの転換 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ｇａｒａｇｅ　ｓｍｉｌｅ 9130001069146 家具、備品のリペア・抗菌コーティング事業 吉尾　正巳

近畿 京都府 京都市南区 株式会社カマテック 2130001030980 電気工事業から太陽光発電検査事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 今井美容株式会社 1130001046202 自社企画高付加価値化粧品の自社ＥＣサイトによる販路拡大事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社オノウエ 2130001016798 人と地球に優しい京惣菜（オーガニック）を高品質冷凍で全国へ販売 松成　文貴

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社やちよろず 9130001062225 有人ゲームのマッチングプラットフォーム運営による新展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社桝屋高尾 8130001005449 着物コンサルティング及びレンタル販売までのサービス提供 前野　芳子

近畿 京都府 京都市中京区 竹田株式会社 9130001029174 ワンルームマンションの空室を利用した「着物預かりサービス」 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 早川電化株式会社 4130001032975 高齢者のデジタルデバイドを解決する相談型店舗の開設 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京田辺市 大住よつばはりきゅう整骨院 整骨院運営の強みを活かした、障がい児を預かる放課後等デイサービスへの新規参入 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ナカモト 1130001013111 金属加工業務の開始に伴う、新たなシナジーの創出 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 京都市右京区 北澤造園 造園技術を生かした庭造り教室とバーチャル商談ルームの開設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 一志進ゼミナール 個人指導型学習塾からプレミアム牛を取扱う焼肉店への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社キャリアアップ 1130002024157 コンパニオン派遣事業から障がい者グループホーム、福祉事業への事業転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綾部市 アヤベックス株式会社 5130001051561 海外旅行会社連携、日本伝統工芸品のＰＲ・販売プラットフォーム構築事業 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社クロッシェ 6010401098610 京飴ブランドを活かしたウィズコロナ対応新商品の開発販売計画 川崎みらい税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 株式会社エコフィールド 1130001027111 バイオクリーンシステムによる排出汚泥削減計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＨＡＲＩＣＡ 既存の美容業を活かして、新たにコスメ事業をＥＣ化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 山崎紙工株式会社 3130001004018 伝統的な製本技術による１冊から請け負うオリジナル文具・雑貨のＢｔｏＣ事業への進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市東山区 ラオンイン株式会社 3130001058600 ホテルで疲れをフットバス（吹っ飛ばす）！「ラオンのほぐし」出店計画 南　博光

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社エコロ２１ 3130001024049 洋菓子業界参入計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 烏丸ダイナーＦｌａｔ 立呑み屋が新たに取り組むフードロスを防ぐキッチンカー事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社菊岡夫婦社 1130001046540 アジア料理のバーチャルレストランＦＣ化構想 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 レストラン里 アウトドアやバーベキュー時においしくてインスタ映えする料理が簡単に調理できる冷凍冷蔵食品製造事業 服部　真和

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社京都ものがたり 4130001060225 京丹波町竹野集落農村体験グランピング事業及び農産加工品の販路拡大 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ハチノジ 9130001052639 収益性と社会性の両立を実現させた共用コワーキングスペース付きレンタルオフィスの開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社エミュ・ラクサイ 7130001010128 洋服二次加工を特徴にしたアウトドア用品ブランドの展開 毛利　隆志

近畿 京都府 京都市中京区 近藤健一 和スイーツの開発・生産体制の整備およびテイクアウト販売の強化 アアル株式会社

近畿 京都府 船井郡京丹波町 なやカフェ 放置森林を利用した住宅リフォーム工事業 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社平八茶屋 2130001007236 日本文化の「学び」の提供を通じたお客様との新しい関係づくり 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京はやしや 9130001015620 介護業向けロールケーキキットの開発で新分野へチャレンジ Ｎｏ．１税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 亀井珠数店 非対面での珠数販売（Ｂ２Ｂ）と御守りとしての珠数販売（Ｂ２Ｃ） 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ｈａｃｈｉ 7130001062193 サステナブルなアパレルブランドの立ち上げ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社招楽 6130002012314 急速冷凍装置を用いた中華料理の通信販売と自動販売機での販売事業 奥村　能丈

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社起福 1130002022210 無添加北海道産小麦を使用した安心安全のパン製造・小売店の事業計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 京都府 京都市左京区 ジャングルケイブ 肉食飲食店から加工肉製造メーカーへの挑戦。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 松幸不動産株式会社 6130001001895 士業の相談サポート付き・地域貢献型シェアオフィスの開設 富山　竜二

近畿 京都府 京都市左京区 こしぶ オンリーワン「こしぶ」藍染製品を京都から世界へ 三浦　優

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ライオンズ旅行企画 7130001016050 近未来のグローバルツーリズム、旅行者に最新の画像と観光情報を 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社マリベルジャパン 8130001048927 フリーランスとワーケーションを対象としたコワーキングスペースの２店舗同時展開 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ａ・Ｓｃｏｍｐａｎｙ 4130001046959 パーソナルジム進出によるフィジカルビューティーラボの完成・強化 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社冨田屋 2130001003433 歴史的建造物で頂く「京風創作中華料理店」開設事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京鐘 1130001006247 京都の寺社仏閣にて健康・長寿を祝う「還暦の祝」への新分野展開 根井　大樹

近畿 京都府 京都市左京区 Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙ合同会社 9130003006196 全国の地ビールを最高の形で届ける。クラフトビールサーバー製造事業 西山　智久

近畿 京都府 京都市左京区 Ｃｏｌｏｒｅｄ　Ｗｅｄｄｉｎｇ 野外結婚式プロデュース業から新分野展開を通じて貸テント業へ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社黒田装束店 1130001020636 装束文化を後世に正しく伝える装束店による着付け文化体験事業への挑戦 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｋｙｏｔｏ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4130001020988 Ｏｒｇａｎｉｃ＆ナチュラル＆京都素材で作る掃除用洗剤の開発 谷口　純一

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社茎屋 2130001020569 沢庵製造時の無農薬残米糠を有効活用した、発酵熟成ぬか床の製造 登尾　源一郎

近畿 京都府 宇治市 山城農産株式会社 9130001033184 生産者が直で伝えたい真の味「アンテナショップ」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社恵庭金属工業 3130001047306 長尺物を含むアルミ部品加工の強みを活かした、半導体製造装置向け部品の製造事業 花岡　貴志

近畿 京都府 長岡京市 株式会社山田製作所 7130001030506 電気自動車に対応した金型の高精度化とＩｏＴの活用によるＶ字回復策 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社一文字 9130001062101 飲食業として、店内飲食営業だけからを脱却する事業転換計画 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 宇治市 有限会社エヌ・テイ・ビイ製作所 8130002026130 リフォーム建築関連製品製造における新分野展開で事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＳＨＯＴＥＣ 6130001034128 Ｍグレード認定工場としての高い技術力を用いたコンテナハウス市場への参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社伊藤軒 5130001009997 新製法の菓子を用いた国内流通菓子専業から観光菓子及び輸出菓子への多角化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社詩の小路 5130001021309 サブカルチャーを支援するライブ配信型動画撮影スタジオサービスの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＴＯＡＩ 5130001021770 実店舗の強みを活かしたオンラインサービス領域への新規展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 大本染工株式会社 4130001014057 染色素材の多様化を実現するクラウド型受発注ハブ工場への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アルク 1130001051301 世界最大の家具ポータルサイトの日本版運営による販路拡大戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 株式会社城陽モータース 6130001038442 地域の経済成長を牽引する次世代車整備へのチャレンジ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社丸弥太 3130001022705 液体急速冷凍機を活用した魚の小売向け商品の開発とＥＣサイトの開発及び海外展開への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社シーエープラント 2130001017490 規格外品を含めた京野菜の特殊加工による資源活性化ビジネスの展開 東京中央経営株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アイプランニング 1130001013706 ドローンを活用した調査・測量ビジネス 平松　孝朗

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｋｉｔｃｈｅｎ京都 7130001050297 ゴーストキッチン開業でコンサル業から一般小売業への新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アライ 5130001005856 生分解性吸水マルーンシートの展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーワンコーポレーション 1130001029207 久我地域の課題解決に向けたリフォーム事業と快適空間を提案する屋上設計、小売事業の開始 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社田中製作所 4130001028908 地球温暖化防止に貢献する自然冷媒冷凍機部品への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 巧美堂印刷株式会社 2130001000711 クリーンルームの新設で従来の印刷＋商品を預かり封入梱包発送までをワンストップサービスで行う 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社アドバン理研 5130001038278 脱炭素社会に貢献する二酸化炭素回収装置を活用した農業分野展開事業 京都府商工会連合会
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近畿 京都府 京都市南区 ＫＡＮＯ株式会社 1130001053363 日本産の杉、桧の原木および製品を中心とした国産木材の輸出計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 一般社団法人京都府あおぞら会 4130005014020 日中サービス支援サテライト型グループホームの開発 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 株式会社ハッピー 1130001033761 服飾中古品の不満市場を満足市場に変える 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社山本鉄工 6130001034251 ＦＡ事業向け架台製造における溶接から切削までの一貫生産体制構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社ナガオカ 4130001030351 大型構造物向け鉄骨溶接の自動化設備導入による業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＪＰ　ＲＥＳＥＲＶＥ 9140003011253 高齢者にやさしいベッドメイキング付きリネンサプライ事業 中谷　浩一

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社プラチナファーマ 6120001188354 遺伝子検査技術を利用した化粧品、栄養補助食品市場の開拓 豊原弘行

近畿 京都府 宇治市 株式会社創研社 1130002026582 クリーンエネルギー事業に進出し事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 寿フォーム印刷株式会社 6130001010624 ＤＰＳ事業の一貫受注メリット享受による顧客・地域企業の業務効率促進事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ハシモト 3130001035764 観光土産物菓子製造を縮小し、機能性食品及び防災備蓄食等の新たな製造体制を構築する 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社なかむら 8130001034357 「体感型」日本茶ティーサロン・ＥＣサイト立ち上げによる販路開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 三木竹材店 竹の伐採・加工を通じて日本文化を体験できる世界唯一の竹専門施設の構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市中京区 双和化成株式会社 6130001031769 ファイバーブラシ量産化のための専用工場建設により事業再構築を実現 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社兵藤製作所 7130001048572 ４０パレットＭＣ導入による自動立体倉庫装置の部品製造への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社嵯峨青果食品 6130001017371 京都市民の台所「中央市場」を商圏に含む次世代ランドリー事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡和束町 京和あずま株式会社 8130001036675 茶園ツーリズム事業の拠点施設（仮名称：ティーナリー『茶想庵』）の建設 紫野税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社奥村製本 7130001034770 新ジャンル製本の実施によるニッチトップへの取組み 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 龍豊窯 日本の伝統工芸士認定の京焼清水焼陶芸家による陶芸体験教室事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社Ｏｅ－ｓｏｌｕｔｉｏｎ 6130001044878 ドライブスルー・非接触イートイン提供による韓国丼＆スープ専門店の新規出店 京都府商工会連合会

近畿 京都府 福知山市 株式会社谷英建築 1130001046994 数寄屋造りとゼロエネルギーの融合住宅の建築販売 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 巴製糊工業株式会社 9130001021841 製造プロセスの変更及び経営資源活用による高付加価値生地の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 京都リフレ新薬株式会社 8130001038630 非加熱製造・間欠作動・虫よけプラスを軸とした家庭用新型芳香剤 宇治商工会議所

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社福永工業 5130001046917 舞鶴初、ドッグラン併設のお洒落カフェ。愛犬と共に楽しいひと時を。 久保　憲司

近畿 京都府 京都市右京区 ブルーガーデン株式会社 7180001110617 糖尿病患者が安心して食べることができる「健康パン」を開発・自社製造し、全国に届けるネット通販事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社坂製作所 4130001000825 ロボット市場へ本格参入するためのスクロール型真空ポンプ開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社トダコーポレーション 8130001011273 箱を脇役から主役へ～世界でたった一つ、自分だけのオリジナル箱の製造～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社魚政 5130001043195 活・鮮魚の未加工品販売からの脱却による新・魚食文化の提案 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社乃研 4130001015360 廃棄物運搬車両を利用した建設資材の販売事業 税理士法人ＳＢＬ

近畿 京都府 京丹後市 有限会社すずらん 3130002033981 常設の飲食店営業を開始する新分野展開での弊社事業の再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社寺子屋 2130001001379 和の要素を取り入れた洋菓子開発・製造販売により新規開拓をはかる 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社大登工業 1130001039593 コロナ禍における収益基盤強化に向けた半導体製造装置部品事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社三笑 3130001027935 京都ブランドの京赤地鶏を活かした食肉卸売業及び小売業への新分野展開に向けての取組み 税理士法人アチーブメント

近畿 京都府 京都市北区 有限会社ウインドベル 5130002023064 機会損失を防止するハイブリッド型フレキシブルオフィス事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社コンポジットクリエイションジャパン 8130001005878 カーボン技術を活用した災害対策品の製品開発と量産化に向けた設備投資 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社東月堂 5130002034458 焙煎あずきパウダーで和菓子屋から食品原料製造業への転換事業！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 喫酒幾星 提供者から作り手へ　日本初ノンアルコールスピリッツ蒸留所開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社コムス 1130002003730 洛北・京北の四季の庭　運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社ビッグ・シー 5130001042908 京丹後市の廃校を活用し、雇用を守り新規就農者のロールモデルとなるスマート農業へ参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綾部市 株式会社村上運送 6130001057905 運送＋倉庫新設で、地元企業、農家が求める新たなサービスを提供！ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社圖司穀粉 2130001010925 アルファ化米粉の生産体制の構築による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社田丸 5130002016811 画像認証を活用した音の出るハンコ事業で業績をＶ字回復させる事業計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 中村精鈑 精密板金技術を活かした包装計量器部品の新分野開拓による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社沖潮開発 6130001006102 地域の異業種協働によるグランピングリゾート事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社カタヤ 9130001053141 和中友好！飲茶と漢服で目新しい京都の楽しみ方の提案事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 宮島工業 建設業の従業員定着率アップに係る福利厚生サービス事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 株式会社油屋 8130001040776 体験型素泊まり温泉プラン及び長期滞在型素泊まり温泉プラン 伊藤久人

近畿 京都府 京田辺市 株式会社システムクリエイト 1130001039651 災害時にドローンで安心・安全・スピーディに屋根点検！記録化できるシステム 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社忠伸工芸 3130002022183 当社オリジナル木製収納ケースのセミオーダー商品化で新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＹＳＩ 8130001056574 焼肉店の新分野展開～京都の「酒」と東北の「肴」「食」は人を笑顔にする魔法～ 德元　利貴

近畿 京都府 宇治市 株式会社花萬 8130001049140 先端設備での輸出対応京料理の開発と国内外ＥＣ　販売の新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社賞嵐観光 4130002000816 おばんざいバイキング廃止！急速冷凍機を導入し、新スタイルの京おばんざい屋へ 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｖａｌｏｒ 4130001058681 完全非接触入退館・２４時間営業ＧＹＭ　大人のためのプレイパーク 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 三共精機株式会社 5130001012737 機械工具商から脱却し、製造現場～経営・人材育成まで「ものづくり企業の課題解決プラットフォーム」への成長 税理士法人京都名南経営

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タナカテック 9130001011140 既存製品と異なる新たなバイオガス生成装置等を製造して多角経営化を図る再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社小西リボン 3130001002970 非接触の収納スペースとＥＣサイトを取り込んだコミュニティ活性化に向けた新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綾部市 株式会社匠工務店 9130001051236 「宮大工」伝統技術継承へ向けた技術者の育成と伝統建造物修繕による地域貢献 京都北都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 農園ねずみのすもう シーカヤック！フィッシング！収穫体験！薪風呂！自然の魅力満載の体験型農家民宿への新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社成謙工房謙蔵 9130002003178 京友禅の流通チャネルを変えることで後継職人育成と存続を図る再構築事業 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市南区 株式会社石原接骨院デイサービスセンター 9130001011041 パーソナルコンディショニング事業で克服する、地域の健康増進！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社安本商店 1130002001692 卸売業から斬新な京和菓子の自社製造、小売り、ＥＣへの業態転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社カワムラ 3130001067931 最新の工作機械導入による医療機器の部品加工参入による事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社畑製作所 6130001015400 コロナ禍で分断される半導体関連及びメディカル処置具の新分野グローバルサプライチェーンへの貢献 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 有限会社小西製作所 1130002031178 移動型エックス線医療機器向け収束電極部品の新規受注に対応する新分野進出計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ｍｏｍｏｎｃｈｉ 4130001050408 コロナ禍でも子供たちに最高の学びを提供できる学習塾への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社スリーエス 8130001041923 低炭素社会づくりに貢献する省エネ廃棄物リサイクル装置の製造・販売事業への進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 宇治市 株式会社トモコ・グローバルスタイル 7130001034275 飲食店ノウハウを活用し、新商品開発を行い、中食市場へ新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 京才機株式会社 5130001062930 金型肉盛用―自動積層溶接システムロボット開発への挑戦 西河　豊

近畿 京都府 京都市伏見区 レミューズカフェ 配信型レンタルスペースとオンラインの音楽教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 電算紙株式会社 3130001001709 「不可視コード」を用いた偽造防止システム及び関連製品群の新規開発 松本　慎太郎

近畿 京都府 京都市下京区 田原はり灸整骨院 鍼灸整骨院が、運動＆食事指導用フィットネス教室を新設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社明新 6130002010499 レーザ加工を中心とした新生産体制による半導体製造装置の部品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＭＯＮＡコーポレーション 2130001006023 新塗工設備の導入により高粘度厚膜塗工に対応し、半導体分野等へ新規参入 新井・松原コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ローリング 3130001051687 飲食事業の提供方法の変更　及び　食品小売業への新たな取り組み 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社リグリード 2130001060020 ポストコロナ対応型の高級食パン専門店および非対面セルフ型カフェサービスの開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社美十 8130001010218 “土産品依存からの脱却”焼きたての最高な状態を急速冷凍し美味しさを閉じ込めた「焼成調理後冷凍パン」の製造 税理士法人ＫＴＳ

近畿 京都府 京都市西京区 ライジングウエスト レーシングカーを用いたドライビング技術向上スクール 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社海空 2130001049014 映像スクールの開設および撮影・編集・動画配信スタジオ事業 税理士法人アドヴァンス

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社Ｅｌ　Ｐｕｅｎｔｅ 5130001063870 長期滞在に特化したホテルのオンライン予約サービスによる再構築計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 いちよしエンタープライズ株式会社 9130001053323 焼肉店による「惣菜とコッペパンサンド」のテイクアウト事業 大西　森

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都清華園 9130001063784 美味い！安い！超早い！即飲みレモンチューハイと絶品ホルモン焼き　食べ飲み放題店！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社エス・エヌテック 7130002027641 弊社超硬加工技術を活かした医薬品向け錠剤金型への進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社山口商店 8130002008079 京都の「食」を伝える食品製造・加工拠点設置による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ランプ 9130001059155 中食産業（テイクアウト・デリバリー）に取り組む飲食店を助けるツール開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社スカイ企画 4130001042776 食・温泉・ワーケーション「天空（ＳＫＹ）グランピング＆ＲＶパーク」カラオケ店の挑戦 岩浅　公三

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ウェルアグリ 4130001048617 障碍者向けグループホーム設立・農業６次産業化（加工・販売・飲食）による農福連携事業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 エムデザインアソシエイト 発達障害児童が安心と豊かな生活を送る為の療育プログラム型支援事業 白井　一馬

近畿 京都府 京田辺市 株式会社共栄製作所 7130001038706 先進的な金属加工の設備導入による食品関連の自動搬送装置及び食品加工機器市場への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 住江工業株式会社 1130001038760 電動車用新型プラットフォーム製造のための生産体制確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 京都府 京都市伏見区 大島元 幕末風情溢れる龍馬ゆかりの寺田屋前遊休施設活用による酒蔵の町伏見の商店街を活性化に資するスタイリッシュスペース創設 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市伏見区 日本蚕毛染色株式会社 6130001016282 シルク織物のウォッシャブル加工と販売 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 5130001049705 従来の歯科技工所の枠を超えた歯科機器販売に伴う技術指導事業への進出計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 勇輝フードサービス株式会社 3130001057651 セントラルキッチンでの安全性の高い加熱済み調理食材の製造販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 Ｂ．ｃｌｉｍｂ 『脱毛のできる美容室』・男性向け美容脱毛サービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社オフィスサービスあだち 2130002010635 文具配達から調剤薬局オンライン服薬指導の挑戦 西岡　幹博

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社向陵 9130001014481 デジタルインクジェット捺染機導入による絹・ナイロンを中心としたプリント事業の構築 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｏｚ　ｌｉｎｋ＆ＳＴＹＬＥ 8130001026767 オンラインカウンセリングとＡＩで肌悩みを解決する電話注文・ネット通販事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社宮坂製作所 7130002009391 クリーンルーム設置による半導体及び自動車業界への新規参入 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社岡忠 5130001002671 全学校販売のオンライン化・新商品販売拡大に向けての設備投資 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社浅見水産 2130002008308 鮮魚仲卸の強みを活かした、料理人による割烹総菜の開発・販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 合同会社ＲＥ．ライフ 7130003002379 自動車資産価値を向上させるプロテクションフィルム、抗菌フィルムの施工サービス 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 ＦＯＵＲＳＩＤＥ株式会社 2130001068872 ラウンジカフェ併設型カークリーニング事業 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 京都府 舞鶴市 ＧｒａｎｄＢｅｒｒｙ　Ｆａｒｍ株式会社 5130001067194 自社生産のいちごを活用した洋菓子を製造販売する新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社坂下鉄工所 6130001025317 物流のＤＸ化に必要な「自動倉庫」システムの部品製造に向けた新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社椎口工務店 4130001057881 オーダーメードで実現する新たな生活空間創出事業 米田　大作

近畿 京都府 宮津市 株式会社山一水産 1130001050880 京都府宮津を中心に水揚げされる朝どれ鮮魚等の冷凍加工品ＥＣ販売 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社建築事務所楊梅 2130001040146 旅館経営・意匠設計業から「足場」構築業への多角化事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 朝陽物産株式会社 4130001006822 冷凍餃子である「近江餃子」の新たな製造及び無人店舗による販売 関西みらい銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社プロキダイ 9190001005343 ＡＩを用いたデータ解析トレーニング管理を行う水泳競技者向け新サービス 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社こだま印刷所 3130001020774 印刷品質の映像字幕作成サービスによるアクセシビリティ向上計画 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市中京区 トヨタカローラ京都株式会社 1130001021849 京都府の伝統工芸品を全国展開し、日本の伝統産業を活性化 オーナーシップ株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＨａｔａＩｒｏ． 6130001066006 ロースト野菜のデリカテッセンで、自宅等で楽しむ惣菜の市場へ参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社京都庵 2130001041409 冷凍いなり寿司の開発及びＥＣ市場参入による売上増加計画 株式会社紀陽銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社岡村竹材 1130001006098 木工工場の新設　木製品の内製化により斎及び式場のリフォーム、内装業への進出 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 ノーブルトレーダース株式会社 7130001030365 ＤＸによるＥＣと実店舗の融合 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 堀口歯科医院 高解像度３次元データを用いた矯正用マウスピースの院内ＣＡＤ／ＣＡＭ環境構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 ＡＬＵＳＴＡ セルフ脱毛プラン導入！メンズ脱毛と痩身・キッズ脱毛への新分野展開 清心税理士法人
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近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社マオ電工 2130002022366 国内唯一の“淡水”ラグジュアリーリゾート運営への業種転換事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社Ｊ．ＲＯＯＭ 3130001064128 地域とコラボした設計・施工のデコレーションハウスでの直営店経営 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市南区 石山テクノ建設株式会社 4130001002508 「伝統構法古民家耐震リフォーム事業・断熱改修モデル住宅」事業計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社城陽葬祭杉村 3130002030707 新しいライフスタイルに則した供養方法の提案と関連商品の販売 松本　慎太郎

近畿 京都府 京都市南区 ＭＡＳＵＩＣＨＩフードサービス株式会社 9130001048819 ユッケ（牛生肉）製造を行うセントラルキッチンの新設と拡販 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 宝ケ池興産株式会社 4130001006764 ＩｏＴ活用による２４時間営業・非対面型ゴルフ練習場への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社クラスタ 9130001031725 道の駅を活用したキャンプ用品レンタル事業による地域活性化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社西田建材 7130001035752 農地の石礫処理による地域農業の活性化事業 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社大門かんばやし 4130001034468 「宇治茶」と「かんばやし」の海外販売拡充に向けたブランディングとお茶の文化交流 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 古一漆工 仏具職人による伝統工芸教室 ＫＡＮＳＡＩ税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社エムズレント 7130001054463 ペットサロン事業と不動産事業の連携によるペットの衣食住のトータルケア 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社レオタニモト 1130001002238 京都老舗バイク店によるウィズコロナ時代のニューツーリズムへの挑戦 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社精好 7130001017734 販促物のデザイン・印刷業から環境関連事業への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｃ＆Ｍ 7130001056385 茶道具商が取り組む「ＡＲＴＣＡＦＥ」事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 二傳株式会社 1130001022021 京都の老舗料亭の目利き力を活用したオープンイノベーション型中食（テイクアウト・デリバリー）事業 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 有限会社木崎製作所 7130002028862 銅・真鍮・アルミ等の非鉄金属分野へ進出することによる事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社杢兵衛 5130002010269 ミシュラン１２年連続星獲得の名店による京懐石中食事業 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＦＵＫＵＤＡ 9130001013260 新型センサー開発及びシステム開発で、あらゆる液体に対応した新分野への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社レ・コネクション 4130001057262 ３Ｄプリンターによるプライベートヴィラ開発事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 有限会社中央パック 8130002025990 段ボール＋αの提案に向けた、多様な素材が加工可能な設備導入事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 カネヨシ商事株式会社 3130001012508 クリーニングとコインランドリーを合体させたハイブリッド店舗の展開 中川　正茂

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ＭＯＴＨＥＲＳ 1130001066786 食パン専門店と、併設の飲食店とを開業することによる事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社ユニワーク 1130001041376 飲食店ＤＸ ウェブ活用およびテイクアウト支援事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 城陽市 キタザワ産業株式会社 9130001038340 地域密着型のグリーン雑貨カフェを併設したガーデン・外構工事事業 御堂筋税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＫＡＳＨＩＲＯ 4130001036175 祗園町南側で始める宿泊施設と連携した高級うどん店 ウィズアップ税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社鳴海屋 5130001001525 地元京都の農産物を使用した糖尿病患者向けヘルシー菓子事業 西田　和倫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ワイズコーポレーション 2130001028645 「誰も取り残さない」時代に向けた自動車用部品製造業への新分野展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社タビノネ 3130001066669 菓子製造拠点の構築とオリジナルブランドの強化と製造 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 ココロパーク株式会社 6130001036545 キッチンカー出店業者向けトータルコーディネート事業と地産地消商品の製造卸業態への進出 税理士法人林事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社みたて 5130001053599 コンテンツ提供と実体験プログラムの融合による会員制オンライン観光事業 株式会社イソシエ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社マーブル 8130001036221 デザイン事務所が手掛ける『スイーツ＆ビール製造と京都・西陣の観光拠点』 左近　照麗

近畿 京都府 京都市北区 有限会社古代新 9130002022228 機能とデザインを両立したエレガント介護服の製造販売 税理士法人　えびす会計

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社暁の星工芸 9130001002420 キリスト教信者向け宗教用具から新感覚インテリア雑貨等への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ジャパンナヴィゲイト 5130001033948 医療支援従事者への就業教育機関事業 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京田辺市 株式会社プロモートワン 5130001039350 日本最大級のコミュニティから始まる新しい中古車取引 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 五明金箔工芸 箔押し伝統工芸士による縁付け金箔専門店の開設とオンラインショップの展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 中路製作所 ターニングセンタ導入による生産能力強化と医療機器ユニット製造への事業転換 森井　義英

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社全笑 3130001037604 地域のランドマークの再生と地域農業の課題解決を組み合わせた施設運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ 9130001037887 大型液晶ＴＶ向け偏光板用フィルムスリット（裁断）加工へ新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エス・ケイ・ホールディングス株式会社 4120001041721 産業機械等重量物専門倉庫業としての新たな市場への進出計画 福本茂樹

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社稲治造園工務所 2120001060756 ゴルフ場の造園事業での強みを生かしたゴルフ場及び宿泊施設経営への進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 福康メディカル有限会社 9120002006090 鍼灸整骨院と介護のノウハウを活かした機能回復リハビリ施設の開設 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 けむり屋 既存事業で培った精肉解体、肉加工品製造の技・ノウハウを活用した精肉等卸・小売り事業 野田高士

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社アーバーガーデン 9120101047911 郊外美容室でニューノーマルな動画＆フォトウェディングを開始 野村　早希

近畿 大阪府 高槻市 クアドエム 薄毛対策メニューで理美容の枠を超え、安定的な男性客を獲得する。 茨木商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 アシストライン株式会社 6122001027401 デジタル技術活用による効率的な配送網の構築事業 芦谷義一

近畿 大阪府 守口市 株式会社藤家 7120001159874 テイクアウト用冷凍ピザ・ドルチェの新商品開発・販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サンシティ 2120001177063 セルフホワイトニングサービス提供による業績のＶ字回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 ラクフル株式会社 6120901035630 自社開発サプリメントを融合したオンラインサロンとレンタル事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ミツヤ商会 2120901039478 競争力強化を図る事業拠点の集約とオーダーメイドサービス事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社大阪の駿河屋 1120001092949 老舗和菓子屋の歴史を伝える新・旧ブランド商品販売店舗の立ち上げ 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 タイホー株式会社 5120101004676 ゴルフスクールが高機能設備導入！２４時間練習場一体化事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ケント 1120901029620 オーダーメイドケーキ・洋菓子のＥＣ販売及び店頭販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社奥村商店 5120101001401 洋菓子の製造とＥＣサイト利用での非接触型販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社菱屋 6120001087795 一本歯下駄型ルームシューズ内製化事業 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 株式会社上野鉄工所 8120101021388 自社ノウハウを応用した新分野としてのプレス機刻印事業の開拓 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｍ＆Ｅ 2120001135558 居酒屋による大学生勉学応援プロジェクト～食う寝る所に働く所～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 大宝青果株式会社 1120001176925 野菜卸問屋が提供する有機野菜料理＆飲料で近隣エリアを健康に！ 廣岡　茂男
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近畿 大阪府 大阪市生野区 ゲーミングディバイセス有限会社 2120002077873 「遊ぶ」「泊まる」、に「食べる」も追加し環境変化に再対応 廣岡　茂男

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社アペティ 3120102022943 冷凍商品の生産および提供方法変更による思い切った業態転換！ 稲葉　順一

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社 6120001130530 最新のデジタル機器と自社技術を用いた本格派の撮影編集スタジオ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市淀川区 リリーレザーデザイン 革製品オーダーメイド店がアウトドア商品開発と製造販売の事業化 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ジョンスッ 8010001151453 酒売上割合の高いお好み焼き店からヴィーガン料理店への転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ヴェルソー 5120001220679 完全個室対応！大人の女性向ビューティアンドアイラッシュサロン事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ケイフーズ 6140002017089 地元農業者と共に取り組む健康的な和食専門店への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワイ・イー・ブイ 4120001127413 工場移転改装で植物育成プランタースパイクスポット新製品開発と観葉植物レンタル市場への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ビーウェーブ 1120001126525 国内から国外へ。多言語対応、外国人向け旅行と特産品販売で日本の魅力を広めよう。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 辻鉄工株式会社 6120101040448 スマート農業化が進む農業機械業界への新規参入による事業の再構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ニューコマンダーホテル 7120001148398 ホテルの美味しい料理を家庭に届ける惣菜ＥＣ事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社宝永起工 2120001016188 鋼材管理の合理化と厚鋼板への対応力強化により実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＢＯＮ　ＣＨＩＣ　ＢＯＮ　ＧＯＵＴ 9120001164880 フラワーデザインチーム発信「花×レンタルスペース×飲食」事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 豊中市 魚佳水産株式会社 7120901027965 いいものをリーズナブルに、高級鮮魚店の青果事業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｄｅ　Ｈｏｒａｎｇ株式会社 3120001164052 コロナ禍における「テイクアウト」×「立ち飲み」新業態への進出事業 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大東市 株式会社アジズ 4122001016892 機能性素材を配合した米粉によるバームクーヘンの製造販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 交野市 株式会社ライフ・ミッション 2120001204172 学童向けのファイナンス学習塾を自社開発教材で親子むけに展開 杉本　友彦

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 5120001226206 新市場開拓（通販）と新商品開発（惣菜）による多角化事業再構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社創 4120101053914 モデルハウスを活用した断熱リフォーム事業の展開 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社玄武 5120002057352 ゴルフシミュレーターを備えたパーソナルジムへの事業展開 武田　一

近畿 大阪府 大東市 ジェネレーション ドッグカフェを軸とした事業多角化計画 太田　真行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インクリメント 4120001185551 シェアハウスの共用部を活用した新たなコーワキングスペース事業 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪狭山市 有限会社リッジインターナショナル 1120102016550 「肌診断アプリ」および「漢方パック」販売事業 菊池　友義

近畿 大阪府 門真市 ジャングルゴリラ コロナ対応の個室化と門真市初のブルーシールアイス専門店出店計画 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社幸コーポレーション 6120001222105 飲食業から小売業への業種転換～フレンチと貧血問題の取り組み～ 関西みらい銀行

近畿 大阪府 枚方市 Ｂｅｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈｏｂｂｉｔ クラフトビール専門の酒販店を新たに開業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 福光外雄 酵素風呂屋が始める新たに始めるこだわり酵素商品の　ＥＣ　販売の開設 酒井英昭

近畿 大阪府 高石市 有限会社かっさんラーメン 4120102007051 「あたたかいごはんと時間」をテーマにしたテイクアウト専門店による事業再構築 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 ダイナー空亀 燻製食材を提供できるキッチンカー事業への進出と収益のＶ字回復 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 南河内郡太子町 ｖｅｇｇｉｅ　ｔｅｍｐｏ株式会社 4120102017744 赤坂レストランの撤退と、惣菜免許、菓子製造業の取得。ＥＣサイトや百貨店の販売絵の強化。 望月　俊伸

近畿 大阪府 枚方市 ブラッスリータムタム バームクーヘン製造販売店舗の開業及び既存店販売戦略の再構築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セオリー 9120001215155 エステサロン経営から美容機器販売＆サロン経営コンサルへの業種転換 櫻井義之

近畿 大阪府 東大阪市 ＳＡＴ株式会社 5122001027476 道路標示事業新規参入計画 栗山　健一

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｄ－ＣＬＵＢ 2122001023404 バイクの修理販売から体験型スポーツクライミングへの転換 矢本　浩教

近畿 大阪府 大阪市城東区 ワカバハウス 旅を味わうカフェ＆雑貨店 武田　智宏

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＶＥＱＴＡ 7500001018141 ペット用のＰＣＲ検査サービスの構築計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 虎ばん 虎ばん再生計画 仲野　容司

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社インバスケット研究所 9120101028762 シンプルインバスケットによるオンラインアセスメント 宮本　和雄

近畿 大阪府 羽曳野市 ＩＷＡＭＡＲＵ 飛沫感染防止用アクリル板を再利用した、看板製作、記念品等の販売事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 池田市 馬肉料理　ばにっくん 馬肉と無添加ペットフード専門店＋ペットグッズ印刷新規出店事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 岸和田市 Ｋｉｓｈｉｗａｄａ扇屋 新たな需要と顧客を生み出すオンライン併用の着付教室を運営する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 サロンドブランス ネイルサロンがセルフエステを開始。女性の美容は当店にお任せ！ 大平　洋平

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ジムフィールド 3120001223527 オンラインで健康経営を育む「法人向けオンラインフィットネス」事業 大久保　明信

近畿 大阪府 池田市 日本料理　くろ川 非対面式のモバイルオーダーを利用した日本料理のテイクアウト＆デリバリー販売 池田商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アトリエＭａｙ 8120001185226 ヨシ繊維製造とヨシ繊維を使った天然繊維との混紡糸の開発 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社くるみの森 3120001222090 独自オンライン言語リハ活用、オンラインリハビリ専門家育成事業 岡田　明穂

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社オカサン 4122002001217 モロヘイヤを原料とした化粧品、お茶の通信販売事業（Ｍｅｅｋｏ） 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 スマイルトレーディング株式会社 6120001230347 スマイルトレーディング株式会社　光触媒コーティング部　事業計画書 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社義経 5120102005054 脂分の少ない韓国フライドチキン事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 和泉市 ブレイク・スルー 資格取得を徹底的にサポートする通信講座の構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ジョウショー 5120001178430 一般家庭向け精肉店の新規開設による精肉店事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＩＴＡＤＡＫＩＭＡＳＵ　ＦＩＮＥ　ＦＯＯＤ 9120001199662 フードコートプロデュース・管理運営事業からの変革　新しい飲食サービス事業の構築 竹田　憲司

近畿 大阪府 富田林市 株式会社エムスリージャパン 1120101035576 中古車販売事業から障碍者向けグループホーム運営及び就労支援事業への新分野展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ オンライン教室を核とするオリジナル冷凍ソースのネット販売事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 はつえダイニング プロの料理人向けのオンライン教室の実施と自店のファン層をターゲットに置いたリアル形式の料理学校の実施で日本料理の魅力を発 松井　孝允

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イチマルキュー 4120001004785 ミュージアムでの経験を生かしたお茶事での体験型新事業 澤　眞次

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 焙煎と珈琲織の花。 焙煎技術を活かし地域資源を活用したクラフトチョコレートの新商品展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 大阪狭山市 泰成工作所 形鋼バンドソーの導入による消火器用ブラケット製造事業への進出 株式会社ゼロプラス



11 / 33 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【近畿ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

近畿 大阪府 豊中市 株式会社エース 7120901030168 モルタル造形と防蟻工事への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社誠和 9140001074616 介護ロボットを活用したサービス付き高齢者向け住宅「夢楽庵」の運営 益塚　友和

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ｒｏｕｎｄ 5120901042355 ヘルスケアに特化した福利厚生サービス事業への事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社じゃけぇ 7120001214943 業界初。移動・体験型焼肉サービスによる業界モデルケースへのチャレンジ						 若杉　拓弥

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｔ．Ｍコーポレーション 6120001183982 セントラルキッチン方式を採用し製造工程を効率化！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 えむすび株式会社 7011001118278 集客術を活かしたハワイスイーツ販売への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 大帝リビング株式会社 6120101052575 中低価格商材（害虫害獣駆除）市場への新規参入と集客システム構築による営業活動のＤＸ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社よしみや商事 4120001209888 日本発！ＥＣサイト活用による国産生鮮食品の海外展開 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ティー・エー・ティー 7120001142483 ＰＣＴ（自動工程制御）モジュールによるウィズコロナ時代の生産現場への提案 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＯＵＲＣＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 4120001189874 隠れ家的夜型「鉄板食堂」店から昼型「カジュアル食堂」への転換事業 永安　武

近畿 大阪府 大阪市西成区 たこ焼　ぽち ＳＮＳ映えするカラフルなポップコーンの店舗販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｉ　ｐｒｏｊｅｃｔ 3120001184645 飲食店開業支援事業から旅館運営業への新分野展開 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 天ぷらたろじろう 「ウィズ・コロナ」の実践。テイクアウト・デリバリーに特化した屋台風居酒屋を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＯＳＵ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ａｃａｄｅｍｙ 8120001113145 オンライン健康増進指導の構築 中谷　悦造

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジーダブリューシー 4120001139103 店舗改装と運営体制構築による高級ロールパン市場への新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社山富士 7120001040349 非接触型無人販売所における冷凍餃子の販売及び製造 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジ・アースプロダクション 1120001169508 フォトウエディングＢｔｏＣへの新分野展開 岡本　亮

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＰＡＺ 5120001173638 酒類小売業者が酒のＷＥＢメディアサイト事業へ展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 松原市 株式会社ルートナイン 9120101050659 雑誌やテレビで取材を受けた人気シェフが監修するクレープの移動販売事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社プロスペック 7120001146617 オンライン語学学校ポータルサイト構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 桝井建設工業株式会社 2120001102319 介護サービス事業とバリアフリー化工事事業による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社メニューデザイン研究所 5120001117132 飲食店の収益力を改善する販売促進コンサルティングシステムの開発 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アトラス 9120001216566 オンライン留学体験を通じて、グローバル人材育成 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エムズプランニング 3120001103729 スマホで食品スーパー従業員の健康・業務管理と教育サービス マネーコンシェルジュ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社スポーツネット 8120001032931 転倒しにくくなるゴーグル及びヘルメットの発明 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社いつき 6122001031436 酒売上割合の高い焼肉店から国産牛生ホルモン宅配店への業種転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 林田株式会社 4120001024932 ニット製品のオーダー事業のＥコマース化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 サロンエバー ネイル事業の新展開 ＩＮＧ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＯＵＴＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＷＯＲＫＳ 2120001207695 キッチンカーを用いた移動販売業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 酒井商事株式会社 9120001055337 深夜のアイスクリーム「ナイトアンドスイーツ　アンビリーバボー」 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市都島区 有限会社上田 2120002004068 酒米を用いた「麹」食品の製造販売 古家後　達郎

近畿 大阪府 大阪市北区 めがね製作所カフェ　藍丸 日本初、オンラインでのオーダーメイド眼鏡注文サービスの新規事業立ち上げ 末信　公平

近畿 大阪府 大阪市北区 一般社団法人日本食医食美研究会 1120005016846 独自開発カリキュラム「和学薬膳®」講座の非対面型フルオンライン化で全国展開 黒田　智紀

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｇｌａｓｓ 4120001189817 地域の農園の中の貸切型小規模キャンプ場（ＡｇｒｉＣａｍｐ） 物種　健吾

近畿 大阪府 茨木市 株式会社オフィスカワサキ 2120901017095 地域に密着した新しい生活スタイルを提案するデザインオフィスの構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 日本フィールド・プロパティ株式会社 1120001223628 非対面型セルフエステ事業で新たな収益の柱による構築で業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 ｅｆｕ 地域の女性のお悩み事相談窓口「地域コミュニティネイルサロン事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジェイクリエイト 5120001082327 外食から内食への抜本的な販路改革に向けた食肉小売・卸売業の立上げ 田坂　隆司

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社サツマプラント 4120101002945 アパレル実店舗及びＥＣサイトによりグローバル進出 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ジー・エヌ・オー 4120001169034 ＣＯＦＦＥＥ×就労支援×セントラルキッチン 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 マーメイドＢｏａｔＳｃｈｏｏｌ 事業再編を伴う、小型船舶教習所への業態転換 ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社豊川装飾 6120001114293 持ち帰り主体の韓国料理店の新規開業による事業リスクの分散と事業全体の成長 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オックスフォード広島屋 1120001076563 ベルト卸１００年企業が靴・鞄事業に挑戦し紳士雑貨総合販売業への転換を図る 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 株式会社登利菊 5120001039228 人流の回復へ！ワインスクールとテイクアウト店で街に活気を！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 池田市 株式会社ギア 3120901029321 池田市で初めてのダーツスポーツカフェの運営 池田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｄｅａｒ　Ｌａｕｒａ 2120001131714 コロナの借りはコロナで返せ！既存枠にとらわれない新分野展開 税理士法人マークス

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社クラマ計画 2120001170448 業態開発で培ったオペレーション効率化提案で厨房機器事業の収益向上を図る 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 合同会社グルーン 2120103002144 地元泉州野菜をコアメニューとした企業向け仕出し弁当事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ダイアンサス 1120001206590 和食の心のクッキング みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＲＣ 4120001185568 手軽に買える低糖質プチ贅沢スイーツ販売事業への転換 湯川直樹

近畿 大阪府 大東市 株式会社ビトケン 8180001075347 新製品（ビビカル酵素）開発で短期発酵食品の啓蒙と新販売網確立 大東商工会議所

近畿 大阪府 泉大津市 ヘアーメイク　ヤマカワ 新たにメンズ脱毛サロンの新規事業展開による事業再構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ギャレークルー 6120001143053 ウクレレ教室およびウクレレショップ開業事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社ＢＥＡＴＬＥ 9120002068635 デザイン性の高いパーテーション等飛沫拡散防止の店舗什器の製作 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ＬＡＳＴ　ＳＵＭＭＥＲ 8120003015629 高級プレミア酒類のＥＣ販売を開始し、事業基盤の安定化を実現させる 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リアルナ 5120001146742 従業員の生活ログに基づき支援する企業の健康経営支援サービスの展開 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ブライトブライズ 7120001167464 花嫁レッスン®	のオンライン化とフォトウエディング事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社デュオ・ヴェロス 8120001016901 米沢牛の魅力を地域に発信、地域密着型「精肉・焼肉二毛作事業」 大阪シティ信用金庫
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近畿 大阪府 高石市 株式会社Ｖｒａｉ　Ｐａｓ 9120101049164 健康飲食事業と着物レンタルＥＣ化事業で思い切った事業再構築 税理士法人ライカブリッジ

近畿 大阪府 豊中市 ハピネスエクゼ田中知里 エステティシャン養成のスクール、オンライン施術による経営改善 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 つむぎ 本格スイーツバー事業でカフェタイムへ進出し売上拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｎａｄｅｓｈｉｋｏ １日１組！薪サウナ付き高級民泊型コテージ事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｂａＲｂａ 5120901032793 訪問鍼灸マッサージマッチング事業、非接触治療サービスの立上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社モンゴルセイ 2120001200312 自社冷凍食品工場で作るモンゴル家庭料理のテイクアウト販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 富田林市 リラクシングスペース　ローブド セルフ脱毛＆ハイフ＆ハイクオリティネイルの次世代型サロンに挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 江綿興産株式会社 6120001113436 コロナに負けないニューエイジのグリーンサポート事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＳＴＡＲ・ＣＯＭＥＳ 7120001196059 積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬事業で更なる循環型社会を目指す！ 山本　義範

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社中尾商店 9120001018335 野菜卸業から、地域と発展するＢｔｏＣスイーツ事業への転換 福井　正嗣

近畿 大阪府 大阪市北区 近畿産業株式会社 8120001063043 ウェブ立会可能な機密情報メディアのデータ破壊サービス事業 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 豊中市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＩＫＩＮＡ 真空調理法を活用した鶏ガラ濃厚スープの中華そばの事業展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 カトマンドゥカリープジャ 冷凍食品自動販売機で食卓にスパイスカレーを提供 大城　真樹

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社ピーアンドエス 2120002018019 ガーメントプリンター導入によるオリジナルウェア生産及びＥＣ事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社フランス屋本部 2120101037571 収納保管サービス「フランボックス」による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社フェレット 3120003015617 ＩＴサービス事業者が障がい者と展開する猫カフェ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 日野歯科医院 「ワンデイトリートメント」で気軽に健康＝白い歯へ──高精度ＣＡＤ／ＣＡＭ機による歯科技工の内製化 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍａｒｔｉａｌ　ＡＣＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5120001195855 産業用蓄電池業界の住宅マーケットへの参入とリモート営業による新市場への参入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

近畿 大阪府 大東市 有限会社大道電気工業 9122002012440 電気通信工事業におけるＣＡＤルーム新設による設計業務への展開 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社あゆみコーポレーション 3120002021062 事務局代行から会員管理システム販売への新分野展開 曽我部　聡

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ボックス・ツー 7120001047336 一般店舗市場への新たな進出を果たすサイン・トラス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 岸和田市 ＰＯＮＯ整骨院 既存顧客を中心としたターゲットへの新サービスの展開 税理士法人トライアングル

近畿 大阪府 大阪市浪速区 スタジオワイズ リモートシステム＋ＶＲバーチャルリアリティソフト開発及び運用 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社未知インターナショナル 9120001110496 コロナ禍の焼肉繁盛店の構築。焼肉マニア層を囲い込む。 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社八風 3120101023620 飲食業からＤ２Ｃ事業への業態転換 伊藤　武展

近畿 大阪府 茨木市 株式会社英コーポレーション 2120901018143 事業計画名　居酒屋事業から「働く女性向け」のフライドチキン店への事業転換 山根　知典

近畿 大阪府 大阪市淀川区 西中島海岸　海の家 コロナ禍に対応したサンドイッチ業態の新規事業計画書 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 やきとりまたたび 飲食事業経験を活かした自然・農業体験付き農家レストラン運営と近隣施設連携による地域活性化 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 枚方市 株式会社悠愉自適 4120001181328 外食と中食とＥＣを包括するリアル店舗で、地域共創の起点となる 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｓｍｉｌｅ 3120001193084 東洋医学を活用した障害福祉施設利用者等の健康増進 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ ウィズコロナを実践、完全非対面での冷凍生餃子テイクアウト専門店事業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＭＧ 1120001187963 鍼灸整骨業から、生絞りモンブランケーキ専門店への業種転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 カネセイ食品株式会社 6120001224233 冷凍自動販売機を活用した冷凍生餃子販売業への業態転換について 岡　正

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社タツミヤインターナショナル 3120001095529 寺子屋から学習塾へ。誰でもどこでも受けられる新しいライブ配信型集団学習塾。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社宇奈月本館 6120001022414 都心のビジネスホテルにわんわんプレイルーム＆ドッグラン開設 古屋敷　博文

近畿 大阪府 松原市 ＳＴＵＤＩＯ　ＥＸＴＲＡ 遠隔撮影による映像制作と音楽の融合で販路拡大事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 薩摩のくら 居酒屋業態から市場ニーズの高い焼肉店への業態転換 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社アイアンドマイ 6120002076806 地域活性化を目指すウィズコロナ、ティクアウト型非接触飲食事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 有限会社たつみ 4120902020674 居酒屋経営から料理のＥＣ販売に新分野展開し、大阪の味を全国に発信する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ＷＯＭＡＮＳ株式会社 1120001187988 モデル経験を基に「美と健康」をテーマに指導者の育成体制を構築 株式会社ロジヤ

近畿 大阪府 豊中市 カプリス 冷めても美味しい鉄板焼きテイクアウト事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 中村屋紙工株式会社 2120001021139 ウィズ／ポストコロナにおいて需要が見込めるリング綴じ製品への参入計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 おとな食堂 体にやさしい手作り惣菜と健康食品の開発・販売による業績向上と地域社会貢献の実現 福田芳昭

近畿 大阪府 松原市 株式会社ＴＡＳ 5120101061156 既存の人材紹介事業と新規のドローン農薬散布事業を並行して運営する事業再構築計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＯＲＩＫＥＮ 6120001209283 チキンの中からタルタル！？人類タルタルマニア化計画！！ 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 大阪市福島区 ランジュヴァン 古酒の抜栓などのサービスを付加したワイン小売業 福井　正嗣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社スエヒロコーポレーション 4122001003908 キッチンカーを活用した自社商品の移動販売およびキッチンカーのレンタル事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カナロア 9120001184350 新しい生活様式へ対応した新店舗・新商品開発で飲食店業界を牽引 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社エーセツ 9120901005630 小規模カラオケ店を対象とした非接触システムの商品化戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジョージハウス・ジャパン 9120001065195 カフェをプラットフォームとするＯ２Ｏ（Ｏｎｌｉｎｅ　ｔｏ　Ｏｆｆｌｉｎｅ） イーエムイーコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 さきわい工房株式会社 6120101053292 個人消費者向けにお鍋用の牛骨スープ焼肉のタレの開発・ネット販売！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ユニックス 8122001009001 ＣＯ２排出零に繋ぐ充電式「道路補修転圧機」製造販売で事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社なおらい 2120001178037 新たに独自性の高いラーメン店を運営し、事業の再構築を行う。 浦田幸一

近畿 大阪府 柏原市 株式会社Ｐｌｕｍ　Ａｂｉｌｉｔｙ 5122001031313 美容室が運営する地域初の非対面・非接触・２４時間対応のフィットネスジム事業の展開 山本　高久

近畿 大阪府 枚方市 阿部塗装 塗装・建築技術と既存顧客データを活かしたオーダーメイド家具製造販売業の実施 株式会社ＮＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 楽かん株式会社 5120001171609 次世代メンズエステ「ＢＵＢＵＴＡＮ　近鉄百貨店上本町店」オープン 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社トータルヘルスケア 7150001005043 多角的施術サービスへの業態転換 水原　慶治

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＡＹ株式会社 8120003012353 巣ごもり高齢者を救出！オンライン＆対面のハイブリッド型レッスン事業 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エルズセレクト 5120001197372 不動産仲介を行う不動産店舗にカフェを併設する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 片町バルフィンガーファイブ サラリーマンを元気に！新形態の日本食バル提供店 高野　敬太朗

近畿 大阪府 八尾市 岡本建材 建築廃材の収集運搬業から、家庭資源ゴミの収集運搬業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社まるこん 9120901036758 これからの時代はうどんだ！大阪北摂地域うどん推進ＰＪ 貞方　建吾

近畿 大阪府 門真市 Ｈａｒｅｆａ株式会社 9120001145204 飲食店で築いた基盤を活かしつつテレワーク対応型居酒屋へ 片山　敏彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゆまる株式会社 7120001135520 エスニックチキンのテイクアウト事業の開始 佐藤　健二

近畿 大阪府 枚方市 友瓦 瓦の良さを全国・世界に向け発信するための新たな取り組み 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社昆北 3120001223485 コロナ禍を考慮した佃煮・弁当販売のデリバリー事業への進出 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 吹田市 クレールアサヒ株式会社 5120901006211 サロン経営と技術講習の経験を生かして、美容電気脱毛機を新しく開発し販売、事業再構築を図る。 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社昌月堂 1120001038563 単品スィーツ専門店開業支援セントラル・ラボ事業 山科　和彦

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社縁日 9120001226986 弱みを強みに変える串カツ屋からラーメン店への事業再構築計画 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 池田市 ヨネマル商事株式会社 6120901039631 靴に見える草履「シークレットぞうり」の開発およびネット販売強化 齊藤　直子

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＹＡＳＵＤＯ 1120101060252 最新鋭機器と非対面対応による脱毛エステ事業への業種転換計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＥＸＳＵＳ　ＯＮＥ 4120001198660 吹田市ＳＳＴ内における自然栽培の野菜専門店 中西武重

近畿 大阪府 高槻市 ここ整骨院 セルフエステの導入で非労働集約型の収益柱を新たに構築する 長谷　有希央

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シュクラン 6120001217848 ペット同伴のプライベート宿泊施設事業 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社Ｈｉ－ＪＹ 6120003010953 卸売食材の在庫を調理加工しテイクアウト及びデリバリー専門のチキン店開業 大北　明花

近畿 大阪府 大阪市中央区 谷９バックパッカーズ大阪 都市部の交流型ホステルから自然豊かな淡路島でのサウナ併設の貸切宿泊事業へ 山本　佐代子

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＨＡＳＩＭＯＴＯ 7120101057136 キノコ生産からキノコを使った惣菜販売への転換 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アッシュ 8120001116197 「サステナブル・ウエディング」プランの自社開発と販売 経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社イーナ 4120001186120 秘密の高級洋菓子をネットで拡販する為、アンテナカフェへ事業展開 金井　崇憲

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社プルルンラボ 2122001029797 化粧品企画製造販売から、ＯＥＭ製造メーカーに業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 豊中市 キッチン＆バーＺＥＮ シェアキッチン・撮影用キッチンスタジオ等、様々な「食」をテーマとした多目的レンタルスペース事業 住田　匡史

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社陽あたり 1120101055946 就労支援利用者が作るオリジナルブランドで障がい者雇用の仕組みを変える 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 枚方市 平松賢則 優秀な美容師を育成するスクール事業の展開 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社朋有 5120101040507 アプリを活用した非対面のパーソナルクリーニングサービスの提供による事業再構築 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 大阪府 門真市 日新フードサービス株式会社 9120001157942 売上ゼロの宴会場から老若男女が毎日利用できる地域コミュニティスペースへ再生 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社パケナビ 7120001227796 コロナ禍をチャンスに、本業を続けながら夢を実現する自学自習塾経営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アイズ 8122001022524 「広告業」から中小企業の事業成功までサポートする「コンサルティング業」への新分野展開 倉田　晃

近畿 大阪府 高槻市 高槻あつ整体院 飽和状態にある整体業界から、躍進し続ける美容ダイエット業界への進出事業 塚田　清美

近畿 大阪府 吹田市 有限会社キクイ 5120902005856 食の分野から美と健康を応援するロースイーツ等製造販売とコミュニティキッチン・スペース事業 角谷　雅子

近畿 大阪府 大阪市城東区 金田真祐子 コロナ禍で注目されるクラウドキッチン事業への進出！ 西岡　幹博

近畿 大阪府 大阪市東成区 前田印刷紙工株式会社 5120001013629 世界に一つだけの香りでコロナを乗り越える 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ａｒａｋａｗａ　Ｏｆｆｉｃｅ ドローンスクール開校による「新たな教育的活用」と「人材育成支援」 野田　暢之

近畿 大阪府 摂津市 カリナリーデザインひとはし 非接触型のオンライン調理研修への挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｌｉｔｔｌｅＢｉｒｄｓ 料理にまで昇華したオリジナリティ溢れるサラダをボタン一つでお届け 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市北区 紅谷 北新地からご自宅へ元気を届けるレトルト極上キーマカレー 田中　宏明

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社縄芳 8120001117451 水産物卸売業からＥＣ販売に業態転換し、ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ進出する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ラ・ジュール 開業１年で９割閉店のエステ業。オンライン活用で技と経営を学ぶ講師業へ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社吾妻屋 1120001011611 オシャレ古民家を活用して、羅臼昆布の体験販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社モノマル 3120001181923 自社ＥＣサイトを活用した日本食品の一般消費者向け販売事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社無名屋 4120002076205 シェアキッチン運営と飲食店開業サポートサービスによる新事業展開 税理士法人五十鈴経営サポート

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｍｓ　ｄ・ｅ・ｅ・ｐ 8120001160088 全天候型照明システムにより屋外イベント参入への事業展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｆｕｎｗｒｉｔｅ 2120001198670 アフターコロナでも勝ち抜く業態開発～居酒屋業態からの脱却～ 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 箕面市 ブラン 箕面でセルフ脱毛事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社コスモ広島 9120002024984 「唐揚げテイクアウト販売と餃子無人販売による事業再構築」 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅｐｌａｃｅ 8120001196776 フードデリバリー機能を持ったコンテナハウス型の貸店舗経営 北條　明宏

近畿 大阪府 高槻市 大同機械製造株式会社 7120901011317 工程内の無駄を排除した現場の工夫を商品化し、業種をまたぐ、共存への招待状 大阪商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社学志館 3120001152742 教育・学びが行える空間提供による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 大西美貴 歴史ある駅前で家業を再興、新事業として花店併設の喫茶店を開業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社矢田健商店 9120001004450 飲食店への卸売業から中食に対応した小売業への業態転換 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サティスファクション 5120001131406 専用アプリケーションを利用した一般消費者向けのオリジナルプリント製品製造企業への転換 高見亮

近畿 大阪府 大阪市西区 有恒産業株式会社 4120001048171 海外市場を中心とした国産中古自動車の輸出販売事業の新分野展開 朝日税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社川端屋商店 8120002068339 夜中心の「居酒屋業態」から、昼中心の三毛作を図れる店舗の出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ライゼスト 1122001027620 グランピング事業への進出による事業の安定性並びに競争優位性の向上 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社松坂屋 2120001148667 ＥＣサイトを活用しブランド牛「美しの黒毛和牛」販売で業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社サーブリィ 3120001181709 焼肉店から「ゴーストセントラルキッチン事業」への新分野展開。夜間営業依存型からの脱却で事業を多角化。 エース税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ネクスト 7120901033831 建設業からパーソナルジムへの業種転換に関する事業計画書 北浦　諒一
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近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ｕｐ　ｓｔａｒｔ 6120001238753 ウイズコロナに対応「カフェバー」から「パフェバー」への転換 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 合同会社アイディーテックス 6120003006893 ステンレスを使った製品の製造及び開発事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社湯木 4120001136117 不景気にも強い、ローコストオペレーションなカレー店の開店 山田　秀明

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ナニワ 9122001019486 ながら充電可能な楽々設置大型のぼり旗とＥＶ車充電スタンドの融合 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 エンジョイユーアルティー株式会社 5130001054812 「環境に優しい高機能床材（ＳＰＣ）」の輸入、小売＆卸売の挑戦（業種転換） 竹内　友章

近畿 大阪府 東大阪市 インジェクト 広告業から餅を使った和菓子製造への業種転換 税理士法人清正

近畿 大阪府 高槻市 株式会社エブリワンダイン 7120901040836 飲食店によるデリバリー専門ハンバーガーのフランチャイズ事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＩＧ・Ｍ 1120001172461 モクテル、シーシャを楽しめるプライべート空間完備バーの開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市生野区 カラオケ居酒屋一福 ウィズコロナでも安心して食事を楽しめる！「鶏専門焼肉店」でＶ字回復。 小幡　兼志

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ウェイバック 4120001221232 人混みを避けてトレーニングしたい人向けレンタルジム事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ミダイ 2120001192962 独自製品販売の旗艦店設置し地域密着のＦＣ展開を見据えたテイクアウト・通販事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ＭＡ興産 4120001129608 元パチンコ店だからできる地域の健康寿命を延ばすデイケアサービス 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ブルーストーク 6120001161939 メンズ／学生を主ターゲットにした美容事業への新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 Ｆｒｏｎｔｉｅｒ２４株式会社 5120901027851 日本製品の輸出を目的とした海外向け越境ビジネス 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ワールドツアーシステム株式会社 1120001094730 旅行会社がバス運行事業に参入することによる営業から運行までの自社一貫体制構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ｋｉｔｅ　ｄ’ｏｒ 2120901030404 小売業から地域の健康寿命をのばす更年期対策ボディケア事業への進出 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 大阪市西区 横山　勝 自社ブランドを活かした地域密着型、家庭用ワンポンドステーキ配送販売への新事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ナセール 9120001018319 オンライン上でのコンサルティング接客の事業化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イマイ 9122001000652 革職人が作るペットグッズと、有りそうで無かったディスプレイケース 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社エン 5120001221941 成長分野であるアスリート・若年層向け最先端美容サロンの展望 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 ＬｉｌＹｕｕ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ 『飲食業×レンタルスペース業×写真業の３つの柱の組み合わせによる相乗効果』 初山　賢次

近畿 大阪府 大阪市西区 ＴｈｅＮｅｘｔ．．． ネイルサロンがサステナブルフードとＤＸを取り入れた焼肉店展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｃｉａｔｅｒ 7120001170237 新たな「未来美容」「健康美容」を提供する地域の癒しのヘアサロンへ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＧＢ 9120001192114 画面の向こうが物産展、全国の名産品をライブコマースで販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＬＯＨＡＳ 4120001211167 外食のプライベート化という変化を的確に捉えるための、既存店改装と新規プライベートレストランの出店 山田　秀明

近畿 大阪府 吹田市 リョウ株式会社 2120901015090 非対面型に転換したＥＣ事業参入とＢｔｏＣビジネスの確立 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 ペット葬儀本舗 キッチンカーによるＳＤＧＳに取り組んだサツマイモスイーツの販売 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＤＯＬＣＥ１０４ 飲食業のノウハウを活かした、就労継続支援Ｂ型作業所の開設 税理士法人スリースター

近畿 大阪府 大東市 Ｔｏｍｏｋｏ パフォーマンス業経験を活かした地域活性＆にぎわいプロデュース業への新分野展開 松井　孝允

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ワタセ工業 2120001185702 コロナ禍明けへ　人気店の味を継承し外食に笑顔を 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ＢＵＲＧ 3120001196896 不自由な時代に皆様の思いを形に！ 税理士法人城会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｈａｐｐｉｏｕｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 2120001190116 少人数のボーダーレス保育園が現場で行う外国人講師養成研修事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市淀川区 一宮物産株式会社 2120001053834 個人向けに特化したコーヒーＥＣサイト作成及びテイクアウト強化 伊藤　淳

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エクソン 6120001161278 既存宿泊施設の国内利用者向けリモートワーク対応オフィスへの転換 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＣＪエフォート合同会社 8120003012304 コロナ禍における障がい者就労支援事業 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ひふみ 2120001235192 ネット販売に特化した在宅ワーク対応の新しい就労支援事業所 山田　雅夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ポライトサポートシステム株式会社 9120001175250 医学部特化の受験予備校による資格試験と社会人向け教育スクール 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 貝塚市 かねしん蒲鉾株式会社 1120101038042 高級かまぼこの消費者向け小売及びインターネット販売 森田　敏裕

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社グッドガンインターナショナル 5120101056453 自動車カスタムパーツの知見を活かしたｅモータースポーツ製品の企画・販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＣＲＯＷＮ 9120001167719 就労継続支援Ｂ型『ニュープレイス』　～新しい自分に生まれ変わる～ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ 鶏料理専門店が手掛ける安心安全の持ち帰り専門店 北伊勢上野信用金庫

近畿 大阪府 四條畷市 プラスアーツ 医療専門職が事前予防、介護予防を実践する、リラクゼーションサービス 青木　孝之

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 お好み焼き鉄板焼き春夏◯冬 日常のストレスを心身ともに癒すリラクゼーション　事業への業種転換 廣瀬　裕幸

近畿 大阪府 柏原市 株式会社堀商 7122001021221 ＥＣサイトと独自ブランドを立ち上げＢｔｏＣ市場へ進出 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 ル・ソレイユ 飲食店がエステサロンを併設しコロナ禍で疲弊した地域経済と雇用を立て直す 中井　学

近畿 大阪府 柏原市 株式会社伸光 4122001020985 伝統工芸と国際特許を活用した家具の販売及び人材派遣事業 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｏ－ＺＯＮＥ 1120001219394 飲食業界における古民家をリノベーションした新たな焼肉店の事業化 クレア税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社匠 4120001203461 お肉の加工場とお肉の無人販売所による精肉・小売り事業へのチャレンジ 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社イップ 8120002029308 業界初の特許技術を活用したＬＥＤ発光看板製造事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大貴スタジオ 6120001066444 効果音コンテンツの配信アプリの開発および運営 中野　郁三

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フォーディ 6120001088257 広告企画、制作で培った圧倒的なノウハウを活かした企業向け動画編集制作事業 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社讀賣連合広告社 3120001071843 ＹＯＭＩＲＥＮ×ＤＸ　デジタルシフトへの対応と、営業プロセスの転換 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 堺市中区 イロタス建築工房株式会社 4120101048740 店舗、住宅の「内装工事に特化」した、「人材育成」を兼ね備えた、事業構築。 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社船場エステート 1120001166018 不動産事業と相乗効果がある居抜き物件を活用した焼肉店舗 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 オカダ鍼灸整骨院 鍼灸院がスポーツ志向の強い若年層向け脱毛サービスへの新分野展開 細川　恵司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｓｅｃｏｎｄ 7120001236715 原価ウリを実現！焼肉店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＳＱＵＡＲＥ 6120001140612 生産者と消費者をつなぐブランド豚肉専門店通販サイトの構築 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｐｅａｃｅ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ 6120001208310 店内販売から通信販売事業への業態展開のためのセントラルキッチン設立 青石　吉司
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近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社さかもと 9120101034166 健康的なお弁当のデリバリー・テイクアウト事業　新ブランド【ｄｅｌｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ】の発足 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＰＯ 2120001117250 個人投資家のためのコミュニティスペース兼カフェ＆バーの開業 中本　悠介

近畿 大阪府 大阪市中央区 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091 サスティナブルな材料を活用した印刷物の新事業展開 釡中　利仁

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社オルカム 2120001230318 「ストアライブ」コミュニティーサイトシステムの開発による非対面ＥＣ販売の仕組みの構築 山本典之

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社アール・ビー・エフ 7120002072176 地域食材で医療関係者や患者様を幸せにするセントラルキッチン！ 若狭　浩子

近畿 大阪府 摂津市 ＨＡＲＫ 遠隔でも靴磨きサービス・靴リペアサービスを提供できる体制を確立させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 和泉市 ニシケン株式会社 3120101059631 赤外線ドローンを利用して外壁調査、屋根調査サービス事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 アジアンバルグロー 居酒屋から換気設備を強化した室内ＢＢＱ店舗（小売併設）への事業転換 松川　浩士

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラサイ商会 4120001167896 ワンちゃんの健康にこだわったペットグッズ専門店の新規立ち上げ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 ＵＥＴＡＮＩＳＨＯＴＥＮ 非接触３Ⅾスキャナー計測する、出張型インソール事業展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＲＩＧ 1120101049816 セントラルキッチンの新設とキッチンカーレンタル事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 池田市 酒肴商店アジト テイクアウト＆デリバリー専門店出店及び出張料理サービスの提供 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社レイオール 8120001132120 ＩＴ人材育成を支援するプログラミング教室の開校 門田　知也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｍａｘｆｉｅｌｄ 8120001177330 美容機器販売から非対面のセルフ直営店を開業し売上、収益向上図る。 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 第一工芸株式会社 9120001005820 地域と企業を繋ぐ景観サイン事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社小松屋 3120101025195 飲食業向け酒類販売業から個人向け自然派ワイン販売業へ拡大事業 島吉　正人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社島田事務所 9120001213571 都市公園内におけるグランピングレストラン事業への新分野展開　【無店舗から実店舗へ】 辻野　浩史

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＡＬＢＥＲＯ 6120001211347 舞洲発！１日に彩りを添えるジェラートとワンコインイタリア料理開発事業 アアル株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 ユーロライフスタイル 新たな中之島スイーツの生産、ブランド確立による収益向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 食堂タボリノ テイクアウト事業及びＥＣサイト事業の拡大と収益の向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 村居株式会社 4120101010031 美容事業部立ち上げ　革新的美容室経営 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社住まい工房　集 1120101023226 工務店のものづくり・情報発信拠点の新設 東俊夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゑびすや金物店 7120001075774 タイ向け厨房機器の海外卸輸出販路開拓／多言語越境ＥＣサイトの構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社タケミ・コーポレーション 5120101024369 当社の強みを活かし官公庁の入札情報配信サービスを開始する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社三阪総合事務所 2120101021781 ３Ｄ測量の導入からＢＩＭの検討 税理士法人Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＩＯ．Ｓｔｒｕｔ 5120001185947 中小企業や個人向けＩＴオンラインサロンの開設 辻村　登志子

近畿 大阪府 八尾市 岡田機工株式会社 9122001017993 中古機器のカスタマイズ事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＲＡＺＩＥ 5120001117727 自由で自分らしく生きるＬＧＢＴ全ての方にセルフエステの集大成を提供。自分でなりたい自分を創る大人のアミューズメント空間。 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 茨木市 ヘアサロン　エース 安心・安全！美容室が展開する髪にも優しいキッチンカー事業！！ 平山　とうき

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｅｎｎ株式会社 5120001220142 美容と健康をトータルでサポート地域密着型ヘルシー鍋事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 キャシャーン サスティナブルなＤ２Ｃアウトドアブランド立上げによる業種転換 野村　早希

近畿 大阪府 大東市 一般社団法人大東倶楽部 3122005003079 小学校跡地を利用し、地域文化に根ざした食ガストロノミーの提供 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社㐂多八 6120102018955 大阪市の飲食店が生き残りをかけてアフターコロナを見据えた新事業 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ヒロウミ 1120001221508 ５軸加工による立体確認とネットを利用した宝飾品受注事業計画 山田　裕一

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社エイチジー 1120002054551 介護現場で手間なく提供！完全予約制の安全安心宅配事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＲＯＳＬＡＮ 5122001030307 特定技能の人材マッチングのクラウド「ＳＭＩＬＥマッチング」の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社グルメカンパニー 1120101046763 焼肉店舗事業からテイクアウト・通販・卸売事業への転換 税理士法人ファインブレーン

近畿 大阪府 豊中市 ミューズ・インターナショナル有限会社 8120902019812 直輸入ジュエリー小売店から海外を対象とした日本人アーティスト育成に寄与するエージェント業の事業転換 五十嵐　真司

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社スタジオテック 1120102019462 不動産業界向けバーチャルモデルルーム作成サービス及び、家具・人物合成サービスの提供 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社浦和 4120001152881 使用済タイヤを再生し活用へ！持続可能事業への転換 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社プルソワン 5010701008781 化粧品の企画製造における障壁を取り除く、化粧品製造プラットフォーム事業への進出 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アクアリンク 1120001099622 ＡＩカメラモニタリングによる生産性向上コンサルティングへの業態転換 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社テーラー尚美堂 8120002000524 非接触採寸システム導入によるオーダーメイドスーツ顧客層の拡大 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 栄幸食品株式会社 6120001160676 ＶＲショールームや食レポＷＥＢサイトを活用した、新興国への菓子輸出 太田　晶久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社伝耕 8120001135734 コロナ禍で成長が見込める男性向け基礎化粧品の製造・販売 盛澤陽一郎

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社小笠原金属 8120101033565 使用済み超硬工具の国内リサイクル実現のための処理工程の新設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 2120001123629 中小アパレルメーカーの販売活動を活性化するためのＥＣサイトを活用した「販売支援・代行」事業への新分野進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市生野区 ＨＵグループ　梅津　洋 テイクアウト型飲食店併設型整骨院への新事業展開 武田　一

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社Ｎ’ｓ　ｌｉｎｅ 5120101057484 近畿圏の交通要所美原区における倉庫業への参入 ＮＸ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＢＡＴＯＮ 4120001145423 小売・飲食事業からオリジナルギフトのオンライン通販事業への転換 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 株式会社Ｔｒｕｔｈ 2120001125716 高水準の接客を提供する古民家を活用した宿泊・飲食・研修施設の開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市東区 合同会社マウスフィールド 5120103002323 看護が充実したナーシングホーム（看護特化型高齢者住宅）の設立・運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社浪速興産 7120003010226 自然環境・施設に恵まれた非接触対応障がい者グループホーム開設 関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｇｏｌｄ　ｓｔｕｆｆ　ｆｌｏｕｒ 6100001025427 地元大阪の食材を使った、こだわりの大阪グルメを全国に届けるＥＣサイト開設 税理士法人マスエージェント

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社有拓 2140001099941 野田阪神カラオケボックス兼個室型ファミリーレストラン事業 西川　隆清

近畿 大阪府 高槻市 ｓｔｕｄｉｏ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｉｌｙ ヨガスタジオによるヴィーガン・カフェ事業への新分野進出 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社萬野屋 7120001105746 コロナ禍に対応するおひとりさましゃぶしゃぶ業界への新規展開 大澤　悠

近畿 大阪府 摂津市 大阪サニタリー株式会社 4120905001705 既存技術を活用した試薬製造及び細胞培養装置製造事業の構築 株式会社中央ビジネスグループ
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近畿 大阪府 大東市 株式会社ウチダ 2122001015087 「リユース金型」によるサスティナブルな金型の循環 並木　正次

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社エアーテック 7120001108402 「配管延命工法」によるマンション配管の交換事業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｌａｕｇｈ　Ｐｌａｃｅ株式会社 6120001192760 マッチングサービスのノウハウを活用した不動産仲介業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社パスレル 7120001208664 自動車整備士　出張サービス 児玉　明子

近畿 大阪府 大阪市此花区 大元気株式会社 2120001171058 「食・遊のテーマパーク」海陽王国により地域と共存共栄を目指す 税理士法人ウィン合同会計事務所

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社すずやこにし 7122002002575 文化的景観である石切参道の魅力を堪能できる古民家再生事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社市川工業 5120102026661 コロナ禍でも安心して｀｀美｀｀を追求できるオンラインヨガ配信等、セルフ脱毛サロンの進出計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 高槻市 協和株式会社 9120901010754 高い技術力と徹底した品質管理によるリチウムイオンバッテリー部品等製造への参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 東大阪市 太子精工株式会社 5122001004450 高精密ＣＮＣ工具研削盤等で新規分野の超硬ドリル事業への展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社こだま製作所 7120002009475 新たな設備導入と超精密加工技術の応用で、宇宙研究分野への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 グリルヤマモト グリルヤマモトの第二店舗は移動可能なシェアキッチントレーラー 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大阪かに源 3120001217116 「許しのかに源」シリーズ第１弾、蟹を使ったレトルトカレー製造とＥＣ事業への展開 ＮＸ税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 清和金属株式会社 7122001022632 材料供給装置付主軸台移動形ＣＮＣ自動旋盤で半導体真空部品へ展開 堀田　幸男

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ヴィレッジ 2120901005513 地域密着型介護リフォーム事業の立ち上げによる新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社シャリオ 5120001217444 工場新設と溶接機導入による医療・食品用アルミ製台車製造への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社富士製作所 7120001088628 新たな製造方法の導入による海外競争力の高い製品製造の実現 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ユーワ・クリエート株式会社 7120001107718 衣を通して高齢者に笑顔を。老人ホームへの出張販売業へ事業転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社石井文泉堂 9120001011694 当選くじ付き新コンセプトニュースレターでの新業種展開 寺島　義雄

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大同工業所 3120001083558 防爆試験所としての国際認証取得のための耐候性試験装置導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社カジテック 9120001157249 ５軸制御立形マシニングセンタの導入による加工精度の向上と、航空宇宙分野への新規進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 マツシタ精工 マシニングセンタ導入で加工対応範囲拡大とワンストップ化 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社竹中庭園緑化 7122001004408 テレワークで需要が高まる個人向け観葉植物生産による販売までの一貫体制構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社進功ブラスト工業所 3122002009962 半導体分野や新素材電池分野等の大型化需要に対応した新分野展開によるＶ字回復計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 Ｓ．Ｋ．Ｔ．株式会社 9120101060567 携帯型アスベスト除去装置の開発で、適法除去の推進と悪徳業者の排除 新酒　芳斗

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＪＯＹＸ 4140001072186 プロ監修ゴルフスクールを開講し、コロナとゴルフ業界の低迷による影響を打破する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 門真市 アートウインズ・シートメタル株式会社 7120001210612 レーザ加工機とサーボプレスによる電気自動車等の板金部品への新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 昭和機械商事株式会社 4120001030880 新たな防錆技術によるスチール製カラーチェーン等製造技術の確立 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大東市 冨田建設株式会社 6122001015645 ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇ）技術を使用したＺＥＨ（Ｎｅｔ　Ｚｅｒｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｈｏｕｓｅ）の販売促進 井上大輔

近畿 大阪府 羽曳野市 プロセスｅ株式会社 5120101055785 当社独自の超高精度ネジによって、透析装置等の新分野に参入する事業再構築計画。 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社テック・ワン 2120001033209 ファイバーレーザー複合機導入による新規対応の銅素材加工、大型製品加工及び一貫生産を実現させる業態転換 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ユナイテッドワークス 5120001102497 郊外型住宅ストック再生を目指す民泊施設「ＵＮＩＴＥＤ　ＨＩＬＬＳ　ＧＡＲＤＥＮ」の運営 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社堀田ハガネ 9120101006677 最新設備を組合せた新生産方式による『水素エネルギー業界』への新規参入事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社浦田建設 2120002026327 橋梁工事のモルタル工事事業参入による業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 千代田興業株式会社 2120001067165 海外子会社のノウハウを活用した食品業界向けロボットシステム事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アプリズム 8120001167059 ＡＩを活用した高齢者見守り介護用システムの構築 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 ナンカイ滋賀株式会社 2120101040963 レーザー加工分野への進出による事業付加価値の向上 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 東大阪市 ビッグ精工株式会社 6122001006066 最新の放電加工機と平面研削盤導入による電動自動車部品の量産体制確立 村上　晃司

近畿 大阪府 大阪市旭区 田中電工株式会社 1120001000770 最新鋭加工機による医療機器分野への進出 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 住吉販売株式会社 4120001208717 電子新聞購読者向け地域密着型情報ポータルサイト「タウンサーチ」サービス事業 橋本　博

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社聖テック 5120002064968 血液撮影システムの部品製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社堀之内自動車工業 5120101021754 環境問題やＳＤＧｓへの対応のため、水性塗装およびプロテクション技術の習得をはかり新事業への進出をはかる 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市東成区 インプルーブ株式会社 6120001134382 ＜人材派遣会社向け総合基幹システム＞の開発及び販売、運営 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社林製作所 5120002015839 プラント現場に特化した金属くずの買取・解体・販売事業 株式会社そだてる

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｕｉｌｄ－ＵＰ 7120001122774 ｅスポーツ施設を開業することによる事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ビィーエイト 3140001074753 大阪千林、触法障害者人生改革プロジェクト 西宮商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 有限会社クレイズ 2120002074012 既存事業を活用したアウトドア市場への事業展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 大阪包装株式会社 5122001024259 生産廃材を活用したプラスチックリサイクル事業による新規事業の展開 世古　建一

近畿 大阪府 大阪市西区 日本経営支援税理士事務所 税理士間の土地評価に関する情報共有プラットフォーム開発 貞方　建吾

近畿 大阪府 大阪市西区 サンキン株式会社 1120001043596 電動車に使用する回転角センサ用鋼管生産事業への新分野展開計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社木田鹿興産 8120002030067 テナント事業の収益向上に繋がるスペシャリティコーヒースタンド事業 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社三信商会 6120001080511 脱プラ化・ＤＸ推進を両輪として、ニューノーマル対応企業へ転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 松井製靴株式会社 5120002052956 アトリエでセミオーダーの婦人革靴を提供する「Ｍｙ　ｃｈｏｉｃｅ」 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社岡井鉄工所 5120101039499 ハイブリッド車向け超精密機能部品の量産体制構築による新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ｓｍａｔｔ 4120001182540 【「メディア」＋「ＥＣ」の一体型ＷＥＢサイトで点と点をつなげる事業】 松﨑　真則

近畿 大阪府 大阪市中央区 木村アルミ箔株式会社 6120001077904 低炭素素材を活用し環境に配慮したカップを製造 関西みらい銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社丸一発條製作所 9122001021500 新分野である建機用油圧部品の油圧ばね製造事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 大阪石材工業株式会社 8122001008399 オンライン現場体験ツアーを通じたＤＸ営業スタイルの構築 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 有限会社からだ健康一番 3122002012702 低所得者対応　医療介護連携型　有料老人ホーム事業 Ｆ＆Ｍパートナーズ税理士法人
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近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ダイワ光芸株式会社 6120001024245 製造方法のデジタル化と新サービス提供による事業再構築の実現 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 イコマ工業株式会社 8122001000273 金属加工業のＤＸ化による半導体製造装置分野への進出 合同会社照参会

近畿 大阪府 枚方市 高山建材興業株式会社 8120001149940 ＩＣＴ建設機械の導入によるＩＴＣ施工への業態転換と無人化施工 渡辺　裕

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社三和エステート 2120001161711 大阪府農業公園におけるグランピング事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大東市 有限会社新生スチール 8122002012697 レーザー材料問屋から、鉄骨一貫生産ファブリケ―タ―への業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社クレア 6122001002429 親子が共に入居できる有料老人ホームの開設による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ニウ・アンド・パートナーズ 4120001165371 コロナ禍で活性化した市場をターゲットとした小規模な複合商業施設の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 吹田市 スペクトロニクス株式会社 8120901013287 微細加工用途レーザ発振器・光学モジュールの開発およびソリューションの提供 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社篠原熔接所 3120002015551 建設業界向け製缶加工業から自動車アフターマーケット向け部品製造業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市大正区 大長金属株式会社 2120001235622 「ＰＣＲ検査＆医療用ロボット」向け超高精密部品でコロナに打ち勝つ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＬＥＧＡ 1120901038927 ４０代～５０代・女性をターゲットにした髪・肌のトータルケアサロンの開業 寺岡　剛

近畿 大阪府 大東市 石切精機株式会社 2122001015046 金属板金加工試作品を、最短依頼当日にお届けするサービス 青木　孝之

近畿 大阪府 堺市西区 八木惣株式会社 1120101007583 １７８８年築の旧屋敷大改修による地域活性化ｐｒｏｊｅｃｔ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 和泉市 株式会社鉄屋 3120101043577 リモートワーク時代の住空間を演出するオーダーメイドコンテナハウス販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＳＳＯ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5120101035696 移動店舗型ワンストップ・フットシューズ・ショップによる顧客接点づくりとＢｔｏＣ事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 光洋企業株式会社 8120001005284 ビアガーデンから非日常的な空間における出会い・婚活の場への転換 徃西　弘恭

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社沖宮工業 2120001146687 大型門型ＮＣフライス盤導入による金属加工の脱外注・完全内製化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＫＳクオリティ 3120901027060 国内外靴ブランドメーカーと協業し、靴修理インフラ事業へ参入する 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社エクスカイト 1120001195264 特定の専門分野に特化した建設業者を目指す事業構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社関西金属工業所 6122001018185 固溶化連続炉の導入による新製品の生産と新規成長分野への参入 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社くだら 2120001116450 シャトレーゼＦＣ事業による新規事業展開 森田　寛子

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ワークス・ワン 6120001093918 木造設計・建築のプロだからできる！超おしゃれな木造賃貸マンションの販売プロジェクト 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 コスモ建設株式会社 4120101036679 人材派遣業による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 日本タルク株式会社 5120001040648 グローバル展開を視野に入れた世界初を含む３つの新事業を通じたコモディティ脱却 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アーバン 2120001014225 大阪文化服装学院とのコラボによるファクトリーショップ事業 児玉　文人

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社桜井鉄工所 9120001003403 再生可能エネルギーの普及拡大に貢献できる「小型風力発電機部品等」の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 森島精工 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムと放電加工機の導入による事業再構築 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社アソシエーション 5120001040879 舞洲から発信！マルシェを基点とした新飲食サービス アアル株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社三笠鉄工所 5122001020183 自動車分野への依存度低減に向けた一般産業用部品の一貫生産体制構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 富士鋼材株式会社 3120001047050 高付加価値建築用鋼材新分野展開事業 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社Ｄ．Ｓ．Ｓ 6120002060264 石垣島における完全プライベート空間のワーケーション事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＨＡＭＰＩＯＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 8122001005041 マシニングセンターを導入し半導体装置関連部品への事業進出を実現する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジツフジ歯科医院 歯科医院による歯周病に特化した多面的な診断・治療サービスの構築と感染症対策の強化 有限会社竹内総合研究所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エアーテックシステム 8120001104029 業界初！ペット対応空調サービス×ドッグラン等の新業態 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社レザック 6122001020645 高精度・多品種少量生産加工機による新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社伊西電気工業 9120101034372 洗濯代行を伴うコインランドリー関連事業で地域住民のお困りごと解決に挑戦 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社華桂 1120001123530 和カフェ・イベント企画を通じた呉服よろず相談企業へ転換―呉服営業チャネルの大改革― ジェイシス税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社カツラギロジテム 3120101038040 リーズナブルでＢＣＰ対応可能な航空輸出貨物の取扱事業の確立 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社まんねん 3120001096444 オンライン専用のデリバリー兼ＥＣサイトの通販専門店の新店舗開拓 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 田村薬品工業株式会社 3120001084226 アルミパウチ包装による医薬品・食品を中心とした流通プロデュース企業への転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 豊中市 株式会社セイホー 2140001049450 高機能フィルム製造を支える「高精度Ｔダイ」の短納期生産実現に向けた超研磨加工内製化事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ウッドトップ 9120001121444 木工技術・生産能力を活かし資源循環型素材製品で多角化を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 大阪建物株式会社 1120001165606 フィットネス事業による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 河村電機株式会社 8120001049422 配線革命で社会課題を解決！「強みを活かしたワイヤーハーネス提案型企業への変革」 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 枚方市 昭和工業株式会社 4120001154184 ロールブラシ製造からディスク鋼板の金属プレス加工業への新分野展開 経営創研株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ツボイ 4120001150118 街の電気屋さんからデジタル・リフォーム業へ！３Ｄ／ＶＲ技術を活用した非接触サービスの実現！ 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｂ ペット専門整体師、栄養士によるペットと人間の共存支援サービス事業 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イオックス 4122001009541 高周波用銅張積層フィルム（ＦＣＣＬ）の商品化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 佐山鉄筋工業株式会社 9120001153958 溶接閉鎖型フープ筋生産による鉄筋工事市場への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ディー・インプレス 6120001137278 ボリュームたっぷりアメリカンホットドッグ専門店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社東和製作所 4120901011591 ＳＳＢ工法に対応した型枠資材「セルキャッチャー」の開発・量産化事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 ダイコロ株式会社 8120001066319 コロナ後の学校を取り巻く環境の変化を見据えた卒業アルバム事業の再構築 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｆｕｌｆｉｌｌ株式会社 3120001189982 時代に適合した役割を果たすＩＴ・ＤＸ人材を輩出する人材紹介 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ハンワ 9120901001745 ＧＰＳ技術を利用したリアルタイム配送追跡サービスによる物流革新と売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ヤマサク株式会社 9120001110125 国内初、サロン仕上げ品質、ジェルタイプネイルシールの製造販売 ＢＴＪ税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社ティグクラフトジャパン 3190002008061 日本の半導体を支える「超高精度タイミングプーリー」の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 しもたや 日本初出店のロイヤルチャイナグループの飲茶専門店をオープンさせ、コロナ禍に強い業態への転換を実現 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 八尾市 株式会社安成板金工作所 8122001020354 板金から製罐へ新分野展開し、送風機部品の一体設計・一貫生産体制の構築 尼崎信用金庫
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近畿 大阪府 門真市 井上樹脂工業株式会社 3120001157089 協働ロボットを利用した切削加工の自動化技術開発による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社太皷正 2120001038926 伝統工芸で培った加工技術を応用し、備え付け家具市場へ新規進出を行う事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社栄紙業 5122001017535 「脱プラスチック」を実現させる「紙」を材料とした新製品の製造への進出 八文字　正裕

近畿 大阪府 大阪市中央区 北浜商事株式会社 5120901023454 コロナ禍における事業拡大へのＭＯＴＯ　ＣＯＦＦＥＥ新規プロジェクト 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 泉州の郷 業界最高水準の換気体制を整えた焼き肉店とコワーキングスペース・貸し会議室のハイブリット店舗 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社マスタニテック 2120002046119 半導体製造装置用の超高精度部品の製造要望に応えるため新設備を導入する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ラッシュカンパニー 6120101035919 関西初のＶＲを活用した完全個室型フィットネスジムの開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＳＨＵ建築 1120002015545 建築事業で培った加工技術とインテリアの知識を応用し、家具市場へ新規進出を行う事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社クィーンズジュエリー 8120002035322 国内初ジュエリーリフォームのＥＣ事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604 ＡＲ／ＶＲコンテンツの制作とそれらのクロスメディアソリューション事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 桝田機械株式会社 5120001089611 中古機械の販売業から、予防保全データを含む大胆な「リストア事業」に業態転換！ 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社三共晒 8120101001885 ニューノーマル時代における和晒需要の開拓 中澤　悠平

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社丸田工業 7120101061798 左官・外構工事業を継続しつつ、建築リフォーム業への進出を行う新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 真亜興産株式会社 8120901019235 解体業者が取組む大気汚染防止法改正に対応したアスベスト除去工事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社由松総本店 9120101046376 インバウンド団体専用の宿泊所から旅館ホテル業への事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＲＡｐＰ 1120001181256 ホテル運営の無人・省人化を実現する独自システム開発による業種転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＵＲＵＢＵＧＡ 7120901042378 ＷＥＢ制作・システム開発会社に向けた業務改善サービスの提供事業 仲田　芽衣

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社川村鉄工所 1120101031988 水素圧縮機の部品製造を通じた水素エネルギー業界への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 日本ＨＭ株式会社 8120001195605 ヨガ瞑想サポート健康食品製造＆販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 マツヤ産業株式会社 8122001006568 人協働ロボットの卸売と導入支援事業を通じて製造業の課題解決を目指す 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ａｍｓｅｔ 4120101053716 ＡＲ・ＶＲ技術を活用した販路開拓支援とＶＲ展示場の運営事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コーニッシュ 5120001063946 弊社独自の専用ＡＩ不動産査定システムの開発・導入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 堺市西区 株式会社ハイタイド 4120101050985 医療・介護人材紹介サービスの運営による地域包括医療への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｓ－ＴＥＣＨ 8120001199085 大型、高速、高性能ファイバーレーザー切断加工機の導入による道路機械設備製造分野への進出 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 ＮＰＯ法人夢 1122005002917 社会のニーズに応える生活介護・グループホーム事業の立ち上げ 水谷　弘隆

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社土新建材 2120001012988 持続可能な都市開発を目指した高機能エクステリア商品群の製造 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 守口市 アベックス物流有限会社 1120002077965 倉庫業に新事業展開し「丸ごと物流」で持続性のある高付加価値経営を実現 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社日本セーラ 3120001088490 アウトバウンド健康管理士フォローアップ型通販マーケットの実現 水貝　清

近畿 大阪府 柏原市 株式会社永光工業 7120001115217 内食・中食の需要拡大に向けた産直のカット野菜等生産体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＥＥＴＳＨＯＰ 5011001115244 対面式で展開していた体質改善サービスのオンライン通販事業化 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社プリンセスガルテン 3120001039808 ウィズコロナ対応全面開放テラスカフェへの業種転換の事業再構築 安達　隆久

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社明日香園芸 3120001006840 都市型総合ＦＡＲＭ『Ｆａｒｍ　ｏｆ　ＡＳＵＫＡーいちご観光農園×グリーンカフェ』 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 1120101062694 整骨院・トレーニングジムから放課後等デイサービスへの事業転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社永野製作所 9120101041757 再配達削減に貢献する宅配ボックス等の生産工程自動化に向けた新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社木蓮 5120102027081 葬送から想送へ、葬儀のデジタル化による新たな葬儀スタイル展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＨＱＳ 1120901015629 里山の隠れ家　魅力あふれる一棟貸し宿泊施設の開設 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＰＥＡＳ コロナに克！冷凍ケイジャン料理を多チャンネル販売で全国へ 松田　裕

近畿 大阪府 枚方市 株式会社テクニス 1120001150137 アルミ高性能締結リベット開発によるシステム建築業界への参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社キヨモ 3120101036572 独自のサーフィン・飲食事業と連携し、グランピング運営に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市中央区 太陽製麵所株式会社 5120001083721 消費者と飲食店に新たな機会を。冷凍ラーメン自販機網の関西展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ホマレン 2122002009575 トレーニングからケアまでワンストップで提供する総合卓球場 税理士法人廣木会計社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユーズテクノ 5120001149084 最新ファイバーレーザー切断機による特殊金属加工で事業の再構築を目指す 久保　憲司

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社アイジーエンジニアリング 9120101000044 高精度旋削設備導入によるＥＶ自動車モーター部品分野への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ウノ・ファクトリー 3120001095611 一貫した製造ライン構築により新たにプラント部品を製造する事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 サンファイン有限会社 7120002064132 バイオマス発電向けリサイクル燃料製造への新規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 大阪府 東大阪市 株式会社アート・ブリッジ 9122002000197 デザイン性の高い紙パッケージでテイクアウトできるレストランへの新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社光柱屋 9120901036304 最新マシンを活用したＡＩフィットネスジムの運営 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大一製作所 5122001012313 新しい金属加工技術の獲得による医療機器業界への新分野展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社長寿堂恵佳 7120001156236 菓子製造業から他社製品の梱包加工を介する卸販売への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社アッシュワークス 5120001223500 和歌山県初！空き家を活用した全室個室の「コロナ対応型美容室」 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社イシダ印刷 6120001134556 無版化印刷への製造方法転換による、可変ＱＲコードを活用した個別ダイレクトメッセージ市場への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社トゥーズ・プランニング 4120001144425 「いま・これから」の食事シーンに対応した新業態「ぐるめダイニング」の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社永建設 7120001196166 足場設営技術を活用した屋外テラス「ＡＢＩＨＳＡ　アビーサ」 山本　慎二

近畿 大阪府 羽曳野市 東野精肉店 コロナ禍の消費者ニーズにマッチする食肉加工製造業への進出 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ｋ．Ｃ．Ｐ　ＦＰオフィス 5120001175873 日本初！ミシュラン星付きシェフがプロデュースするグランピング施設 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社Ｍａｃｓｗｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1120101029727 自動車販売・整備業の技術、顧客を土台にした、自動車解体業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社エルライフ 3122001023015 健康・美容サロンの運営によって地域密着型企業への転換を図る事業計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 宝伸有限会社 1122002006623 運送監視システム「物流革命」展開し物流運送業界を改革 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 茨木市 Ｌｏｕｎｇｅｎａｏ 自分の親を通わせたくなるデイサービス施設 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社インプレスビルド 7120003012569 不動産仲介業に新規に進出を考えている企業向け、自社ブランドで進出できる、不動産仲介業進出システムパッケージ販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 関西木材工業株式会社 2120001037795 最新の５軸ＣＮＣマシンを使った木工、及びシェア工房への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社大枝建機工業 4120101001162 場所打ち杭を低負荷・短工期で撤去できる新装置の開発と特許申請事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大阪工作所 2122001008355 大型切削機導入による新分野開拓により、航空機産業依存体質から脱却 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社小林新聞舗 8120001020201 老舗新聞販売店による地域密着型フードデリバリー事業の実施 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社松山 4122001006571 コロナ禍の需要をとらえた業務用エアコン等新分野への展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＣＯＭＯＮＩＮＯ 5120101058078 高い独自性の美容室の強みを活かして実現する、ヘッドスパ・アイビューティーサロン 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社藤本工務店 1120001211418 空き家問題の解消に少しでも貢献を！空き家解体事業への参入。 小幡　兼志

近畿 大阪府 枚方市 株式会社テイク・システムズ 2120001150128 電子工作設備のあるテック系シェアオフィス・コワーキングスペースの運営 西田　昌司

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ホリデー 2120001039916 将来の日本の福祉を支える、福祉用具・介護用品の貸与・販売事業 吉田　健吾

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｎｏｅｎ 1120001194638 リアル店舗とネットを融合したインテリアアイテムの販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ビジネスラボラトリー 5120001106192 既存のＩＴサービス事業と異なる空き家管理サービス事業の実施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 大阪市西区 株式会社シェルパ 9120001180779 ＰＲ力を活かす、肌と環境に優しい「コールドプロセス石けん」製造計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社栄和機工 3120001049253 アフターコロナに対応した小型部品機械加工新規進出の事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社白宝水産 6120001036083 ＨＡＣＣＰ準拠の加工場設置による高品質なマグロ販売のグローバル展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社平井製作所 2120101005917 新型レーザー加工機導入とグレーチング枠製作による新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社Ａｒｔ１ 4120901040772 大道具製作の商材を、木材から段ボールに変換する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＳＰハウジング 2120101054311 Ｗｅｂ配信に特化した高品質なレンタルスタジオをＩＣＴ導入で非対面運営する新事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社ベイリーフ 5120001177449 海外向け高級セーターの開発によるアパレル事業の売り上げの回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社平建 1120001125064 工事廃棄物をリサイクルして持続可能な社会づくりに貢献する事業 坪田　亮介

近畿 大阪府 吹田市 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ株式会社 3120901033926 『３Ｄ計測』活用による日本のＳＤＧｓ進展戦略 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 サンライズパブリケーション株式会社 2120001064476 ユーザーデザインによるオンリーワングッズ制作サービスの確立 関西みらい銀行

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社五宇商店 5120102021068 新鮮さ（鮮魚）と楽しさ（ライブコンサート）で差別化した飲食事業の新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 河陽電線株式会社 6122001015208 ロケーティングワイヤー製造ラインを導入し管工事業界への新分野展開を目指す 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社クリエイト 6120002065073 デザイン力と新たな設備導入によるオリジナル紙袋製造業への事業転換 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市北区 大日運輸株式会社 9120001066623 建築業界の人手不足解決とＳＤＧｓの両立を実現するサプライチェーンマネジメントの構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エニースタンダード 6150001021784 働く女性をサポートする、デリカフェ＆靴販売＆ボディセラピーの複合店開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アポロン 7120001011622 不動産の経験を生かした発展途上である移動販売車ビジネスの考案 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社出原 2120001014290 野菜の専門特化と宅配サービスによるドミナント展開 西川　哲也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社入谷製作所 1120001060831 歯周病菌検査装置の試作開発及び量産体制構築による新たな事業分野展開 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＥＳ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 3120001209609 ＩＣＴ活用×専門性による海外リゾート不動産事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社悠翔 7120001177579 働き方改革に合わせた次世代の働き方と次世代型最新美容機器の導入 中川　晋輔

近畿 大阪府 八尾市 株式会社旭陽 6122001018268 最先端のレーザー切断加工機導入による新規製品製造のための事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ｅ－プロス 1122001022852 販路の強みを活かして食品問屋からメーカーへの事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 大阪スリッター工業 イートインスペースがある惣菜・丼物販売店への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社第一関西 4120001177136 従業員とお客様をコロナから守り『歌わないカラオケルーム』を投入し　た新カラオケボックスの開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジー・エス・フーズ 8120001111231 ＤＸ化に対応した焼肉業態及びネット通販事業への業態転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 八尾市 薩摩ッ子ラーメン 古都奈良で築１７０年古民家を再生し、地域貢献に資する新たな事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社山田製作所 7120002019334 歯切技術を活用して新たに介護用分野に進出し第二の柱を構築する 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社琉和 3120101054640 とび事業者向けの足場架設資材のリース事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高石市 株式会社松本商店 3120001031657 新たな化粧品等販売方法提供による思い切った新分野展開への挑戦 田中　道彦

近畿 大阪府 高石市 株式会社小林塗料産業 3120101008299 職人用塗装道具及びＤＩＹ資材に特化した小売店舗の展開 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＲＩＣＣＯ 7120002068331 イタリアンバルから進化型飲食店の多角化経営への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ダリ 4120001222833 セントラルキッチンでのパンの製造と新商品開発 株式会社エルニコ

近畿 大阪府 豊中市 共栄機械株式会社 3120901023472 油圧部品単品オンリーの生産体制から部品嵌合によるユニット化製品生産に伴う新市場への進出計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社メイクプレイ 8120001164782 「特注設備の導入による少人数指導のスポーツクラブへの転換」 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社津川プロ 9120002031592 臨場感・一体感を改善、コロナに苦しむ音楽等の業界を救う高品質オンライン配信事業 塩尻　明夫

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社大坂不動産事務所 8120001124828 １８歳以上を対象とした障害者介護福祉事業において新分野展開する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社エアープロジェクト 6120001037429 デジタルサイネージ事業計画 中西武重

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社乾レンズ 7120001099914 レンズ屋の挑戦！新、観光資源「れんずミュージアム開発事業」 鯖江商工会議所

近畿 大阪府 松原市 合同会社イングルウッド 4120103003842 ポストコロナの新しい旅のカタチであるキャンピングカーのレンタル事業 税理士法人パートナーズ関西

近畿 大阪府 守口市 株式会社福島製作所 3120001142537 超高温度空気加熱装置に応用する新熱源を内製し従来設備の燃料転換を促し脱炭素社会を目指す計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075 金属加工業から卸売販売に業種転換することにより新たな事業軸を構築する 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 富田林市 株式会社きらく 2120101030790 人気商品の冷凍食品を開発し、通販・小売事業で再構築を図る 景山　洋介

近畿 大阪府 茨木市 株式会社末永新聞舗 5120901036844 ヘルシー冷凍弁当と新鮮野菜の宅配事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｋ．マネジメント 1120001131401 ポスト（ウィズ）コロナを見据えた、誰でも住める健康住宅づくり 大阪協栄信用組合

近畿 大阪府 大阪市西区 明興工業株式会社 2120001050781 フッ素樹脂ベローズにおける低コスト・ボイドレス成形技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社
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近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＳＴ－ＰＲＩＤＥ 4120101048030 プレハブ加工設備の導入によるプレハブ関連製品への市場参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社榮精工 5120001169735 将来へのリスク分散も兼ねた難削材部品の精密加工を手掛ける新規高収益事業の構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社フレームワーク 6120001154637 「大阪・堺」ご当地餃子をコンセプトとした、冷凍餃子製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社香西製作所 5120001226197 量産・高精度加工が必要な新製品の製造・販売事業の新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社オオタ印刷 8120002010812 オンデマンド印刷への転換及び幼児向け知育玩具、オリジナル絵本等の商品開発・販売事業への新規参入計画 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市淀川区 トラットリア　チェーロ レストラン事業からテイクアウト専門のデリカテッセン事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社やまもと 5122001007957 飲食×福祉の新分野展開　グループホーム事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｐｌｕｓ　ｅｓ株式会社 4120001144557 ネット配信用の動画撮影向けのレンタルスタジオの運営に参入する。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 三和精工株式会社 8120001003486 人工関節部品の製造・販売による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プロフィットバンク 3120001208338 ＩＴを活用した非対面・非接触型焼肉店開業による大胆な業種転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ルージブラン有限会社 3120102020352 自社アクセサリー顧客を土台にした、健康カフェ、ＤＩＹ事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社中尾電設 8120002017915 制御盤設計・製造への進出による社会インフラ盤石化への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社クレーザ 3120001184208 沖縄に関する強みを持つ旅行会社が挑戦する沖縄発祥のステーキ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社２ｎｄ　Ｅｆｆｏｒｔ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 7120901041090 郊外の住宅街で上質な音楽・空間・飲食を楽しめる地域密着型の大人カフェ 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社日本売上アップ研究所 1120001161407 ２４時間・自動受渡ロボ＆ＤＸを活用した洗濯代行サービスの全国展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社エイジ化成 5122001023005 クリーンルーム環境での射出成形設備導入による医療用プラスチック製品事業への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社岡山ホーユー 5120002029888 アウトドアテラス滋賀高島～メタセコイア並木の森林リゾート～（仮称） 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｐｌａｎｎｅｒ 6120001187868 これまでにない「成功体験」を与える野球オンライン会員サイトの構築 税理士法人ファーストオピニオン

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社マルテン商会 8120001036461 企業合併による子会社のクラフトビール事業の拡大と収益の向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 キュイジーヌドオオサカリョウ 飲食店の経営効率を向上させる次世代型プラットフォームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ラ・ブレス 6120001167250 安心安全に、アイラッシュでワンストップのトータルビューティー 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社小倉商会 6120001009758 紙器什器製作で培った摂家力のノウハウを生かし、印刷事業の体制構築をおこなう 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 特定非営利活動法人ピープルアクティブライフ 7120005011718 ミニチュア野菜農園キットの開発・販売、および育成アプリの開発 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＥＮＷＡ株式会社 1120001076217 ４Ｋ対応の防災用映像伝送システムを活用した事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 関西車輛 新事業キッチンカー・キャンピングカー製造・販売・営業非対面化と災害時貢献 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ＦｉＢ株式会社 7120001170492 地域住民と苦しい飲食店を助けたい！地域活性化に繫がるパン工場新設 株式会社東京経営サポーター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｏｎｄ 7120001174329 都心でのウェディングプロデュース経験と和歌山の観光資源とを融合させて取り組むフォトウェディング事業 山田　秀明

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 Ｄｅｍｏ 大規模な教職員アンケートパネル構築と集積データを活用したＢｔｏＢ事業への転換 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市城東区 Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 7120901019046 デジタルサイネージ広告運営事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 南河内郡太子町 奥田建築設計事務所　太子堂 和歌山県龍神村の銘産、龍神材を使ったぬくもりのあるユニットハウス「小さな森の家（仮称）」 木村　兼作

近畿 大阪府 大阪市生野区 日本書道芸術院 オンライン書道教室による生産性向上と販路拡大での芸術継続事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社オフィス博雅 5120003014815 伝統芸能「雅楽」における新規ビジネスソリューションの提案（雅楽裏方サービス事業への新分野展開） 宅野　善郎

近畿 大阪府 豊中市 株式会社大川歯車製作所 9120901023095 歯車製作技術を応用活用して挑戦するニッチな精密ネジの新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＴＷ　ＰＬＡＮ 4120001211720 原状回復工事専用業務管理アプリの開発・販売。簡単計測・見積管理 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社オオタテクノス 1120901027500 多品目一括金型段取り等の生産合理化により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 堺市中区 カネマサ鋼材株式会社 9120001019845 ラミネート鋼板の全く新しい用途展開による産業機器部品開発及び新事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 貝塚市 塔筋織布株式会社 7120101038292 繊維業界に受注生産で革新を起こし寝装品やカーテンの生地製造分野に新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 北勢工業株式会社 8122001007087 ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーの主力電源化事業に参画 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ネクスト・プレシャス 6120101005541 食料品（餅巾着・牛すじ）の製造による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山西熔工所 7122001012906 レーザ切断加工機の導入による加工精度の向上と、医療機器分野への新規進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社金沢国際サービス 1120001179060 従来のインバウンド旅行関連業とは異なる、近隣住民の需要を狙ったレストラン業・銭湯業への展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 サンテクノ株式会社 7120001103790 最新鋼管回転圧入機の活用による中層建物市場への新規参入計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＩＡＤ 9140001032508 国内外３４ヶ国の特許・意匠技術を利用した化粧品販売業。 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 交野市 株式会社山下鍛造所 6120001147244 鍛造製品の高品質化技術の確立による医療分野への参入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 日本スチール工業株式会社 5122001002009 建築用部品の設計工程の内製化による、顧客ニーズの取り込み 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ケイエヌエス株式会社 1122001029187 製造卸業から新たに製造小売事業への進出による事業再構築展開 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 丸昭機械株式会社 1120001108647 カーボンニュートラルに利するオールベンダ工法によるコイル成型機開発事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社彩匠堂 1120001143413 地域印刷関連会社の受皿となる色校正出力と大判印刷への事業の新規展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社フジヤ金属工業所 3120002024239 高品質半導体製造装置業界への新分野展開事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＷＩＬＬ 4120001183828 補助事業「高級店の味と雰囲気が味わえるお手頃価格な寿司店への事業転換」 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社誠商会 5122002010092 ＡＩ無人撮影カメラ導入及び映像配信による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 バイオニクス株式会社 8120001097917 血流認証技術を応用したＰＣＲ検査や健康診断等のヘルスケア事業の展開 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 サンプレ株式会社 8120001080212 カプセルホテル事業から都市型ビジネスサポート事業への新分野展開 川本　真語

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エープライアンス 9120001190836 広告代理事業から新たにロボットを用いた建物清掃業に参入する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＡＭＢＥＲ 4122001027139 Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 茨木市 有限会社エイワオートサービス 8120902000276 高精度修正機や水性塗料等の最新技術を活用した、高級輸入車の整備への参入による事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社美想空間 7140001080822 空き家を活かしたワーケーションサービス「ワーホリジャパン」 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 リフレッシュハンズ株式会社 8120001093742 無人セルフエステと２ＷＡＹ施術台による美と健康サービスの融合 税理士法人さくら会計
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グランイズム 9120001189390 投資用不動産販売から、ＡＩコンサル・マッチングシステムを活用した仲介事業への転換 本澤　智

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ポジティブライト 6120001144745 ドローンによる空撮と調査点検サービスによる撮影部門の強化 武田　誠次

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社山本機工 9120001019168 自社ショールーム新設と三次元測定代行サービスによる提案型営業への転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 エイケイテクノス株式会社 4122001014921 ２Ｄ／３Ｄ　ＣＡＤソフトウェアのＯＥＭ開発及びＳａａＳビジネスの構築 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 高島工業株式会社 9122001004554 金属表面処理事業で培った技術を活かし、機能性塗料製造事業を展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ステラエイト 3120001232750 レンタルスタジオ経営への業種転換 吉田尚矢

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社炭焼笑店陽 5120001167672 大和肉鶏の自社ブランド（やまとみどり）の商品をＥＣサイトで販売する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社中新 6120901032784 遊休資産（土地）をペットホテル兼ドッグランとする計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 大栄印刷紙器株式会社 9120001083288 繊維廃材を再利用したオリジナル紙を使い高付加価値エコパッケージ提案 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社高橋鉃工所 3120102002920 排管フランジ技術を活用した発電所大型耐震フランジへの新分野進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ミライロ 4120001144623 自社独自の民間資格であるユニバーサルマナー検定のｅラーニング化 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 門真市 株式会社トイフーズ 8120001165070 感染問題の長期化を見越したスーパー向け和菓子製造事業への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社中本鉄工所 3120001057371 青銅・真鍮製インペラー（プロペラ）の生産でスマートシティ実現に貢献 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 四條畷市 平和電子工業株式会社 3122001016357 信頼厚い日本製の安心・安全な「おうち美容」器を中国広東省へ 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ワイマックス 5120001136801 Ｗｉｔｈコロナ時代にふさわしい日本文化の発信基地となる新タイプホテルの建築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社オーエスコーポレーション 7120001195102 配管の自社製造による供給不足の解消とスムーズなサービス提供 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社レガーロ 8120001184244 「美味しく安全」に拘る「ジェラート工房」事業で新たな挑戦。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 リブウェル株式会社 9120101026865 空き家対策！シーン展示とＶＲを活用した中古不動産販売×ＬＤＫリノベーション 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オフィスシャッツ 8120001111108 ホテル敷地を活用した進化型ＢＢＱ場、フードデリバリーへの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社サンエース 3120001149631 ハイブリット葬儀により地域経済を活性するＷＥＢ葬儀システムの導入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社とりだん 3120001207538 テイクアウトのローストチキン販売事業によるポストコロナ時代における安定的な売上確保を図る 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社アーティス 6120002075758 理美容室が行うトリミングサロン・ペットホテル事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 八尾市 シルバー株式会社 2122001018791 次世代エネファーム向け電磁ポンプの試作開発および製品化事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 箕面市 株式会社タカシイトウ 3120901042423 カカオ豆からつくる心も体も満たすチョコレート専門サロンづくり 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 タイセイ電気工業株式会社 6120101045711 遠隔監視技術をコア技術とした新事業への進出による工事事業依存からの脱却と事業再構築の取組み 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社森宮製作所 3120902009272 複合加工機導入による製造工程の改善と内製化及び電気自動車用充電スタンド事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 堺工機株式会社 5120101002515 ３次元ＤＩＧＩＴＡＬ技術による提案型メンテナンス事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 泉大津市 澤田株式会社 5120101042346 ニット開発技術を活かしたニット商品の消費者直販事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 イーエムイーコンサルタンツ株式会社 2120901010439 地域を活性化するこだわり商品の価値創造流通ビジネス 株式会社アズマネジメントコンサルティング

近畿 大阪府 吹田市 ＡＳＨ株式会社 2120901041310 ドローン導入における生産効率の向上や一般消費者への直販を可能にする「農業支援システム」の開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 高石市 株式会社山田 9120101058578 コンテナハウスを活用した飲食事業進出による事業再構築 田中　俊英

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社美華道 5120001197067 「道」のデザイン舗装に特化したノウハウを生かし、デザイン性・耐久性に優れた路面シートへ挑戦！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 丸福精肉店 地域素材を活用し、鮮度管理の徹底、メニュー開発による付加価値の高い焼肉店の開店 名張商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 香里まつだ整骨院 療術業から無人での運動施設提供業への一部業態転換の開設計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社 1120001126483 人材派遣から鉄板焼きへ！シナジー発揮による飲食派遣業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＡＩＴＨ 8120001164989 先端デジタル技術・ＡＩを駆使したインフルエンサーマーケティングのサポート事業 永山　寛正

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社伸和鉄工所 4120001020485 大型難切削材の加工技術確立による産業用ガスタービン部品への新分野展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＪＰＣ 5120001179726 競技ポーカービジネスにおけるライブイベントからオンラインへの転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 9120001122731 シェフ×生産者　産直野菜を活用した、食品加工品開発と販売 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グルーヴ 5120001107471 しまなみの観光資源を活かす地域プラットフォーム型グランピング事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 松原市 松原油業株式会社 8120101025752 コロナ後の自動車電動化にも対応した車販／車検専門工場の新設 小澤　康宏

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東大阪技研 5122001015002 最新型５軸マシニングセンタ導入による、半導体市場への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社エイト 1120001016965 アフターコロナに向けた先端工具向けビットの国内増産体制の構築と内製化による六角レンチの増産体制の構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ニシカゼ 1120101025528 かばんＯＥＭ製造業から成長市場の家具・インテリアＳＰＡ事業へ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 クマライティングりとぴあくらぶ 幼児向けオンライン併設のリトミック＆幼児教室事業 枚方信用金庫

近畿 大阪府 守口市 有限会社ジェイ・ビーアンドジャスト 9120002078485 自社理念を柱に専門性高いＦＣ制を活用した児童発達支援事業 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 大東市 株式会社ユース 2122001032090 高齢者向け中食事業のニーズ取込によるＶ字回復 兒玉　洋貴

近畿 大阪府 池田市 株式会社Ｍ２プランニング 5120901022101 環境プラント分野から再生医療関連産業への設計開発力を生かした事業転換 梅原　清宏

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＹＡＭＡＫＩＮ株式会社 3120001025691 地域医療の課題解決につながるデジタルデンチャー事業への新規参入 高知県中小企業団体中央会

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ティー・エヌ・ピー 9120002037136 ＰＥＴ素材等への印刷技術を活用したグッズ制作の内製化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 守口市 株式会社岩根工業 1120001202846 ドローンを使用した空中写真測量による新規市場開拓 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市北区 関西デジタルソフト株式会社 6120001047147 ＡＩコミュニケーションロボット事業の新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 オーエム工業株式会社 2120001157189 産業機械部品塗装に加え需要が見込める燃料電池製造ライン・建築関連部品の塗装事業に進出 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 前田木材株式会社 3120001150721 モノを大事にプロジェクト 谷　隆之

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社イデア 7120001053838 馬の療養・リハビリテーション施設「ＩＤＥＡ　ＥＱＵＩＮＥ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＣＥＮＴＥＲ」の新設計画 杉田　一弥

近畿 大阪府 東大阪市 プラハード株式会社 2122001009048 ブロー成形機導入による健康食品用樹脂ボトル一気通貫生産事業への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社交通システム研究所 7120001099195 通所施設等共同送迎支援システムの開発・提供 森　省三

近畿 大阪府 池田市 丸石物産株式会社 8120901020011 心も体もキレイになれるフィットネスクラブ＆フードプログラム 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社
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近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｙｏｕｓｅｉ株式会社 5120001187175 特殊印刷技術を活かしたＴシャツ印刷サービスへの参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジャストリンク 3120001128180 クラウドＳＩＭ　によるＯＡ　事業の収益改善、ビジネスモデル改革 五味田　匡功

近畿 大阪府 守口市 マークオプト株式会社 3120001156685 ベアファイバの被覆加工と光ファイバ素線販売への新事業展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 阪南鉄工株式会社 5120101040085 新規グライディングセンタ導入による、高精度な研削加工品の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社丸西 2120901008482 食肉卸業から、キッチンカー事業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＮＨＴＫ 1120101045682 溶接機械の導入により業務用大型冷蔵庫部材の製造計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社エス・ケイエンジニアリング 7120001027180 新分野展開による新たな未来と無限の可能性 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市西区 堺自動車ガラス株式会社 5120101002663 電子制御装置整備業新分野進出による自動運転用ガラス交換作業即日体制の構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社アンビション 3120001141679 企業買収による産廃処理事業への進出とバイオマス燃料生産計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市港区 カネミ運送株式会社 8120001003148 軟弱地盤の改良時に使用する固化剤の製造受託事業の新規展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 進和産業株式会社 2120001155894 異形加工を活かした新分野展開と効率化による余剰時間の有効活用 廣岡　茂男

近畿 大阪府 門真市 株式会社ヤマトウ 3120001158335 最新鋭設備導入とリモート製造の構築により次世代産業分野への参入実現。 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ファンテック 2120901021725 狭あい地施工技術を活かした、都市部のビル・マンション建て替えの地盤復元工事業への進出 グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 松尾産業株式会社 1120001047481 繊維卸売業から緑化内装業への新分野展開事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社富士珈機 7120001039779 バーチャル店舗サービスの新展開による事業再構築 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 国栄シールシステム株式会社 8120001017379 デジタル印刷機、複合積層体製造機導入による高付加価値製品分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大同化成工業株式会社 6120001050068 高度な形成加工技術を活かした検査キット製造事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 東大阪市 清家鉄工株式会社 6120001012101 職別工事業から長尺部品に特化した精密板金の加工請負事業へ進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 八尾市 合同会社思いやり 7122003000958 障がい者施設が運営する『心と身体』を健康にする思いやりスポーツセンター事業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社モモヤシステム 1120001127993 職人のキャリア評価制度に基づく受発注プラットフォーム事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社三嶋工業 6120102020630 新規事業としてマスク製造販売事業を開始 森　健輔

近畿 大阪府 箕面市 北摂オート株式会社 3120901021518 ＤＸ活用による新ロードサービス事業の展開 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 グリーンサイエンス株式会社 8120001063349 新ＪＩＳ規格準拠「感染防止用」レスピレータマスク製造への新分野展開 一般社団法人首都圏産業活性化協会

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ファンデイト 2120003014090 就職準備型の放課後等デイサービス事業所開設 髙司　浩史

近畿 大阪府 吹田市 リーガルネットワーク株式会社 6120901015731 人事評価・目標管理・賞与・給与体系を一元化したシステム構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 會通株式会社 8120001111958 個室型、米ぬか酵素風呂・エステ・痩身・脱毛、トータル美容事業 三村　淳司

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社叶丸工芸 6122001032921 造作家具の製造工程における生産性を向上させる装置導入による業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社アカナスホールディングス 8120002043779 吉野の自然と活かしたアクティビティと心地よい芝生が楽しめるグランピング！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社Ｊ－Ｓｕｐｐｏｒｔ 7120902022115 革新的歯科向け総合支援システムを展開する業種転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 4120101048187 当社の強みを活かし外壁洗浄や外構洗浄や下水管洗浄工事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ヤマナカゴーキン 8122001007839 センシング技術を活用した金型周辺装置事業による電子部品業界への参入 株式会社エモーサル

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ＬＯＵＶＲＥＤＯ 4120001107530 育成光線技術を活かした「ペット専用ドライヤー」の開発・販売 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 大阪市大阪市東成区 松貞接骨院 丁寧な診たてとＡＩ技術の融合で実現！青少年に向けた体づくり 若狭　浩子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＨＧＮ　ＪＡＰＡＮ 2330001008214 大阪南船場発ジュエリーブランドのＤ２Ｃライブコマース事業への転換 野口　義幸

近畿 大阪府 大阪市福島区 丸石ラボ株式会社 8120001187569 人にも自然環境にもやさしいものを目指す　日焼け止め指数測定試験（ＳＰＦ）への新事業展開 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ 4120001189239 伝統工芸の製品開発、技術展開プラットフォーム事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ゴーズウェル 6120001143986 安全・快適な施設で仕事も休息も充実する宿泊施設併設型コワーキングスペース事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中島大祥堂 2122001005526 コロナ後を見据えた新商品ロカボクッキーの製造設備を導入する業態転換 経営創研株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社リープエーシーシステム 6120901024930 製造業分野の強化による外部環境へ依存しない事業構造のへの転換 大串　智之

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＡＰＳジャパン株式会社 4120001113231 水中光触媒除菌脱臭機　水中ａｒｃの製造・販売事業の開始 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コウエイ 8120001223530 設計力と提案力を活かした微細加工金型による新分野展開計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社磊輝 7120001106686 自動車整備だけではなく、自社独自の販路を構築する車載機器小売事業へ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社西尾木材工業所 6122001005613 化粧シート貼り木質造作建材のプレカット化による高付加価値化製品の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社マルキ 4122001020102 サービスエリア・パーキングエリアをメインとした地域有名飲食店監修商品の販売（卸売） 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社美々卯 9120001090516 業態転換による冷凍うどんすきの全国販売 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ハッピー＆スマイル 5120001183447 「今里焼きそば」を全国的知名度のある大阪のご当地メニューにする計画 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オルソダイニング 1120001189134 オルソグループ理念の５つの柱で笑顔と元気が溢れる“究極の健康宿”を目指す！ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 恩地冷蔵株式会社 5120001076691 下請け型から脱却。市場隣接の地の利を生かし食品製造・ネット販売・宅配サービスへ進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ 3120001161628 廃棄処分の洋服を粉砕した繊維くずを原料としたダンボールの卸売 三橋　心

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイズファクトリー 2120001095190 販売エリアを全国展開に拡大した、オンライン受注システムの導入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 外部空間デザイン・グラン株式会社 1120001166190 顧客の満足度を向上させるために外構から内装へ。建設事業から建築事業へ進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 南野商店 働く人に優しい建設廃棄物リサイクル事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社娯楽総合研究社 4120001139359 遊技機の在庫管理システムと連携した売買システムを提供し、業務を自動化・効率化する。 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市西区 アリスタソリューション株式会社 1120001170770 物流ロボット導入における機械化シミュレーション、エンジニア派遣サービスの提供 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 和泉市 株式会社イズミカンコ 8120101046105 高周波ウェルダーの川下産業分野（衛生関連用品生産）への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ヒューテック 5120001138806 ＰＣＤ工具の生産技術実現でレンズ工具市場に参入する事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰＰＦパートナーズ 3120001192227 システム開発会社がＩＴ専門の求人サイトを運営し、企業のＩＴ人材不足を解決する。 柴田将芳

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ノチダ 6122001019695 専用生産ライン設置によるクリーンロボット分野への参入 妙中　茂樹
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近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社小椋工業 6120001109013 成長が期待できる白物家電用順送金型の製作に進出し成長発展を果たす 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社タイガーオート 3120002013225 二輪車整備業専用の車両・顧客管理システムを販売する事業 新都税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社近藤商店 5120001043394 電磁波によるイメージング・センシング技術とＡＩによるドローンと自動制御技術の融合 税理士法人カオス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭｏＴ 3120001196013 隠れ家的古民家風レンタルミーティング事業 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社アイテックス 6122001026238 ２色異材成形の技術確立と提案型営業による事業再構築の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＪＩＮ 3010001133076 社内開発した管理システムを製品化し、新規事業として新分野展開 古谷　玲

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社壮栄社 1120001098707 アクリルパーテーション加工・販売事業への展開による新事業分野の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メディプレナー 5120001194519 大阪から世界へ、最先端の再生医療技術で高齢化社会日本を救え ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 羽曳野市 アイエス産業株式会社 3120101035145 同業者の要望に応えたニッチな足場レンタル業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 デザインエッグ株式会社 8122001023712 「文豪プラン」執筆ワーケーションサービスの提供 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社新梅田研修センター 7120001109004 地域の社会的課題に解決の一翼を担う学童保育施設「ＧＡＫＵ＆ＤＯ！」の開設 大西　雅也

近畿 大阪府 東大阪市 本州印刷株式会社 2122001006904 化粧品箱メーカーが提供するアッセンブリ（梱包）事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 一英電機株式会社 8120001144009 医療機器向け電線加工品の製造への挑戦 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 茨木市 下野精密株式会社 1120901000993 超硬合金精密加工技術を活かした医療機器分野への事業進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社青戸金属 9122001017548 コロナで急増する店舗・施設向けの大型換気設備用の複合金属部品への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 日澱化學株式会社 9120001057580 新分野展開に向けた新規製品の製造を可能とする設備導入のための工場整備事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アイセイ 2120901028885 新たな目元用化粧品による、Ｄ２Ｃサブスクモデルによる新規事業構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 交野市 共栄金型株式会社 6120001146972 モビリティ革命「ＣＡＳＥ」で新しい社会へ向けた、新しいモノづくりへの挑戦 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大阪園芸社 1120001092759 大阪園芸社　ギャラリー展開化計画 髙添竜二

近畿 大阪府 池田市 株式会社Ｎ・Ｉ 1120901029240 セントラルキッチン新設における、最大活用計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社松屋 8120101033053 レストラン事業から肉専門の食品製造小売業への新分野展開 税理士法人ときわ会計

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ショウ空間 7120001129126 Ｓｈｏｐデザインの発想で住環境をショウ（笑・省・承）空間に　～住み続けられるまちづくりの為に～ 永和信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社プリズム 9150001020593 次世代型フードデリバリーブランド運営とＥＣ販売事業について 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市此花区 ハラキリフィルムズ合同会社 1120003014505 インディペンデント映画の劇場配給／ネット配信事業　ＦＯＧＧＹ 株式会社コスモ経営

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社三興製作所 8120101036758 国内最大のスプロケット類メーカーが挑む大型焼入コンベアホイルの一貫生産ライン新設計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 三木市 有限会社アライド 9140002031426 先端的なデジタル技術を活用し新規事業で事業再構築を図る 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社サカイハラ 2140001084704 建設現場への移動販売による顧客の利便性提供と収益性向上 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＩＬＢＯ 9140001109438 神戸からあげイルボチキンを冷凍自販機で２４時間販売 北御門　孝

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アヌシ 1140001080571 生活用品事業から釣り用品事業への新分野進出 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 宍粟市 秋武林業株式会社 9140001038926 日本の製造現場を支える機械移設事業へ参入！下請体質からの脱却 愛知商工連盟協同組合

近畿 兵庫県 加古川市 ハナフサ洋菓子店 老舗菓子店が作る「ローストビーフシリーズ」のテイクアウト事業 多田　やす子

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｕｉ カフェ事業へ進出！ヘアサロン併設の　”至福の時間・場所”　を提供する事業 税理士法人メイト会計事務所

近畿 兵庫県 姫路市 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 非接触・非対面の食品自動販売機の導入で新たな販路を拡大 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 レイティス 衣料品等製造の強みを活かし、ドライフラワー等の製造とレンタル事業を新展開 株式会社東京経営サポーター

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社フィール 8140001073841 ジュエリー製造会社による彫金教室の新設とオンラインコミュニティの創出 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ベル 5140001033856 異業種連携によるヘルスケア商品の開発とＤＸを活用した販売 塩飽　直子

近畿 兵庫県 加古川市 やき笑フードサービス株式会社 9140001106567 脱コロナ！お酒が主体の飲食店から食が主体の飲食店に転換！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 三豊工業株式会社 1140001001619 企業や団体と地域をつなぐギャラリー事業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西宮市 はる鍼灸整骨院 地域住民の健康と美をトータルサポートするエステ事業への新分野展開 中村　天彦

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ジィール 9120001126286 人工樹木と観葉植物を同時に体感できるショールームを新設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区
Ｂｏｄｙ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　＆　ＩＮＤＩＢＡ　Ｌａｂｏ　Ｋａ

ｏｒｉｎ
エステ事業から、ピラティス事業に「事業転換」する。 福谷　重俊

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ４丁目はり・きゅう・整骨治療所 アフターコロナ対応型脚のむくみ専門エステサロンへの事業再構築 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ピッコロッソ 1140001112548 キッチンカーによる焼きたてピザ及び冷凍惣菜の製造販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸ハーバーランド免疫療法クリニック 脂肪由来間葉系幹細胞を用いた肝臓病及び皮膚再生治療事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 明石市 台湾料理群ちゃん 台湾焼肉と台湾鍋で台湾料理群ちゃんの魅力発信計画 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社テムス 3140002049721 装置の機械本体の製造から敷設までを施工する一貫受注体制への転換と事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ダンスファクトリー 【コロナ渦を乗り越えるオンラインによる非対面のレンタルスタジオ事業への新分野展開】 茨木商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 藤枝左官工業 左官業で培った左官技術を活用したエクステリア事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 サンタストリート 動物病院との連携も。「飼い主立ち合いＯＫ」なドッグサロン事業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＴＳ　ＴＲＵＳＴ 1140001092146 野菜を中心とした食材の仕入れノウハウを活かして惣菜、弁当を製造販売 星　雄仁

近畿 兵庫県 三田市 株式会社かね庵 5140001067318 既存のガーデン展示場を、地元食材のバーガーショップと地域交流スペースに利活用 株式会社ヒース

近畿 兵庫県 宝塚市 宝塚　こうだ整形外科　スポーツ・関節クリニック 長尺撮影システム導入による特発性側弯症患者診療計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 スタイリングオフィスドロワ 健康意識の高まりをキャッチしたスタイリストが提供する酵素風呂 中廣　琢二

近畿 兵庫県 豊岡市 大原製作所 鉄骨製造業者から設計・図面作成コンサルタントへの業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＶｉＡ 7140001087405 地域密着型のトレーニングジムで経験豊富なトレーナーによる運動特化型療育事業の業態転換型 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｇｅｅｋ　Ｏｕｔ 4140001114566 多目的型ワーケーションチェアの開発及び販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 株式会社藤原工業 4140001063598 測量事業への新規参入～ＩＣＴを導入し外注から自社化へ～ 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 西宮市 バール　アーチェロ イタリアン料理人の新たな挑戦！：レモンケーキの製造販売と事業の多角経営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 明石焼　焼肉　樂 新開発の和風テールスープや焼肉用の肉セットのネット販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 イナサンバル コロナの荒波を乗り切るセルフ業態への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社衣笠 9140001058494 店舗型ワンストップサービスで小ロットの印刷、製本需要に応える計画 星　雄仁

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社ＧＰＳ 2140002011624 非接触型キャンプ場運営と古民家を活用した田舎体験民泊施設運営への新分野展開 坪井　亮

近畿 兵庫県 神戸市中央区 エルフグラノーラ ＢｔｏＢ拡大のためのＥＣサイト開設とデリバリー開始事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社Ａｗａｊｉ＆Ｃｏ． 5140001120266 しあわせ介護・生活支援サービス　まねき～ｍａ－ｎｅｋｉ～ 花岡　貴志

近畿 兵庫県 姫路市 まあみぃー 未利用魚を活用したペットフードの製造による、事業再構築計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 洲本市 農園レストラン夢蔵 淡路島「自家栽培季節野菜」入りスイーツ開発と「製造・販売」事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社Ｄ－Ｗｏｒｌｄ 6140001100572 イベント会社から抗ウイルス加工を施した中古車販売・整備業を展開 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 太伯株式会社 3140002003570 楊枝甘露（ヤンジーカンルー）の新商品開発／Ｗｅｂサイト販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社トアセイコー 6140001016496 体験型スポーツギアラボ＆ファクトリーの設立 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社プライムウィル 7140001071598 コロナ禍において需要が拡大しているウェルネス事業への挑戦 税理士法人Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ

近畿 兵庫県 西宮市 うおひろ 海鮮浜焼き・幻の一年牡蛎、寿司定食テイクアウト・デリバリー事業 佐藤　寛

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ライフシャイン 5140001062252 介護事業の経験を生かし、高齢者の見守り等、地域に密着した新しい移動販売事業を展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 マルコ山本商店 新たな販路「ＥＣ販売」の開始と独自の商品開発で活路を見出す！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 エテクルール メディセル筋膜療法による専門的なリラクゼーションサロン展開 伊藤　昌代

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社エープラス 7140001030637 神戸の都心で手軽にゴルフを楽しめるインドアゴルフ練習場開業 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社キオッチョラ 7140001110579 宅配寿司専門店とテイクアウト海鮮丼専門店による、コロナ禍における中食産業参入事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 エイッチズゴルフ 英会話ゴルフレッスン新規事業開拓 魚谷　康行

近畿 兵庫県 姫路市 ＰＭＡ合同会社 9140003010197 コロナ禍に即したシミュレーションゴルフカフェ事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 西野　誠 科学的レッスンを用いたプログラム導入による室内ゴルフ練習場の運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 明石市 つる一 「明石地産の漬け活魚」による新流通市場の開拓 税理士法人いちはら会計

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社太陽タック 5140002058935 写真館システム開発・販売事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神戸港開発 5140001103808 高い接客ノウハウを駆使した、高付加価値な脱毛サロンへの新事業展開 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社ウエグシステム 8140002041797 地域密着型の家庭用エアコン販売サービスによるＢｔｏＣ市場への参入 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 Ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｎ＆Ｃｏ．株式会社 2140001122546 ”本質を追求する”事業で大学受験業界への進出を果たす計画 吹田商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 じゅげむ 台湾ファーストフードの発信！台湾カステラ専門店で売上Ｖ字回復を目指す。 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 6140001117963 子育てママもちょっと一息。きれいと癒しを提供する託児ルーム 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ワンダカレー店 地域のめぐみを訴求する多種多様なレトルトカレーを商品化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 林商店 新事業への展開に向けたシェアキッチンの設置 林　浩嗣

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 リックヘアー 美容室の挑戦。マツエクサロン開始で、髪・まつ毛のプロになる！ 大平　洋平

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アイデアルスマート 5140001092191 対面による保険代理業からオンラインによる金融教育サービスへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 ＬＫＪ 美容訓練校の強みを活かし、コロナリスクに対したセルフ脱毛サロン事業 藤原　覚

近畿 兵庫県 加古川市 ｖａｓｅ 生花店が挑む紅茶とハーブコーディアルの飲食事業への新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 豊田　幸俊 ３Ｄプリンター活用！建築模型の製造販売。情景模型の技術を生かした建築模型の製造販売を行います。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社ワンダ 5140002022676 「韓国料理店が卸売業者へ」２０年の集大成 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 姫路市 にしやま整骨院 オンライン対応パーソナルトレーニング事業の新規開始 井上　裕光

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋家族そうざいや 芦屋の老舗惣菜屋が始める高齢者向け宅配弁当サービス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 北岡商店 地元食材を利用した食料品を個人向け商品としてＥＣサイト等で販売を展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｋ’ｓ　ｆｒａｇｒａｎｃｅ 4140001121579 兵庫県三田市　執事がもてなす「非日常的空間」アフタヌーンカフェ出店計画 くじら税理士法人

近畿 兵庫県 西脇市 オートショップタートル 自動車販売業から休日深夜対応可能なレッカーサービスへの新規参入 篠原　正裕

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社植野工務店 5140001085195 職住融合・「癒しの空間」施工による古民家リノベーション事業への新規参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 おじぎ屋 既存事業の多層階を活かした改装によるフランチャイズ加盟へのチャレンジ 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社大和 5140001026471 男性も女性もみ～んなまとめて美人化事業計画 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＷＡＲＡＫＵ 8140001072323 居酒屋業態からＳＮＳ映えする【韓国料理専門店】への業態変更！ 税理士法人アクセス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ヤキトリゴッチ こだわりの兵庫食材を使った＜地域と人をつなぐ＞真鯛そば専門店 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 匠叡技研株式会社 7120001211577 不燃・耐熱の素材及び機能素材による商品開発、製造、販売事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社Ｍｉｒａｃｔｉｖｅ 7140001105703 地元に密着した健康産業ビジネスとして、訪問ケアバス事業の展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 鮮魚と焼とり酒場　花火 コロナ後を見据えたアミューズメント型大型居酒屋への業態転換 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 アスティナ 非接触のセルフ型のよもぎ蒸し・岩盤浴サロン 大内　武洋

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社みなもと 4140002057995 居酒屋で培った深夜営業をスイーツ店に展開し地域のニーズを満たす ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社誠進産業 1140001049435 高品質確保による安心かつ効率的な「手作業」仲介プラットフォーム 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 合同会社ワークコンチネンタル 7140003013061 こどもたちの可能性を見守る放課後等デイサービスへの参入 井川　雅博

近畿 兵庫県 豊岡市 トヨオカ自動車工業株式会社 4140001056008 自動車販売及び自動車リースの非接触ライブ営業及び通信販売事業 西村　和彦

近畿 兵庫県 加西市 株式会社クールバンク 2140001077278 ブランド古着買取販売システム導入による売上創出と既存事業の強化 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社愛棋京蘭 6140001089823 自家製秘伝ダレを使った味付け淡路ビーフを取り扱う精肉販売・ＥＣ事業の業種転換計画 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 川西市 ココロカンパニー ペットが飼い主と共にリラックスできる酵素浴事業の展開 朴　成哲
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近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 サンギ株式会社 6140001090673 ソフトシェルクラブの多段式陸上養殖設備の活用による６次産業化 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 廚　おとと 日本料理店だからできる、素材の美味しさを引き出す「焼き芋専門店」 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ａ．Ｄ．Ｄ 2140001086378 地域初！福利厚生サブスク事業で地域内循環型経済を実現 中西武重

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社肉ゲキジョー 9140001087320 手軽においしく食べられる肉料理でエッセンシャルワーカーを食で支援する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 喫茶ポエム 喫茶店経営からコーヒー豆大型焙煎機導入による卸売事業へ進出 久保田　修

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｈ＆Ｋ 1140001109511 フィットネス指導及びフィットネスシェアスペース運営事業を開始 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ　ＦＥＥＬ 1140001093937 セラピスト養成講座のオンラインスクール開講による事業のオンライン化 杉田　浩二

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社エンケイ 8140001088360 施工要望に合わせた断熱材およびメンテナンス性向上一体型ケーシングの製造販売 安村　摩耶

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社高嶋機工 2140002014791 個人消費者向けＤＩＹ工具の販売・レンタルと実体験工房の提供 今井　健一郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ｎｅｗｔａｌｋ英会話 対面型英会話教室のオンラインサービス転換による　顧客シェア・市場シェア拡大 矢嶋　聡

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＣＡＳＡ・Ｍ 8140001054759 「外食レストラン業態」から物販部門併設の「外食及び食品販売業態」への業態変換 川上　章夫

近畿 兵庫県 洲本市 淡路どり上原 鶏肉専門店が、小売りから唐揚げ専門店への、事業業態転換に挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 ピエール 自宅で外食の味が気軽に楽しめる冷凍食品の製造販売 大原　健佑

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ベルフォーム コロナに負けない！無人セルフ韓国コスメ店への業種転換 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ＴＯＮＹ’Ｓ 2140001113256 配達飲食サービスの専業から持ち帰り飲食サービス業等への業態拡大 若松　敏幸

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 マルドルメ ウィズコロナ社会に対応した飲食店とテイクアウト事業の両立化案 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ｔｈｒｅｅ 8140001067777 自慢のもつでニッチトップを目指す！焼肉事業への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ブラウン 2140001109386 デザイン会社が発信する持続可能なユーザー参加型Ｗｅｂショップ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイ．ワールドカンパニー 7140001064313 「心と体と食」の三位一体で「癒しと美と健康」を提供するプライベートエステサロン事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 西宮市 Ｊ－サーキット株式会社 3140001072022 足裏の著者が提唱する「歩き方」「足の悩み」「姿勢」に特化した個別対応ジム 外村　弘樹

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社梅香堂 6140002011934 新たな自社開発製品（ストロープワッフル）の製造と販売。 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｈ＆Ｋ 7140001074568 柔道療育に特化した発達障害児童の放課後等デイサービス新規開校 金園　英也

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 一般社団法人グラビューハート 3140005022353 犬の保護活動の新分野特化とドッグカフェの新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 鯨肉 ニッチな鯨食品をパブリックにする為の鯨肉販売店の開業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 大和農園洋蘭部 温室跡地の駐車場利用並びに月極駐車場への展開 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 ｉｌｏｕ コロナ禍で感じた“ローカルの強み”を最大化したフォトスタジオ事業。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 公認会計士藤本豊事務所 社福会計特有の知識ゼロでもできるクラウド会計ソフト開発・販売 安福　雅彦

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 誠工株式会社 9140001100792 自社工場を建設しステンレス建築資材の溶接事業へ新規参入する。 肱岡　直美

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社旅館白山 8140001056219 自家製ハーブパンの製造と明治の町屋でワーケーション事業 瀧上　直人

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 アークアンドトークアソシェイツ １００％国産小麦を使用したパンでネット販売を新たに展開 金園　英也

近畿 兵庫県 伊丹市 ほっこり家うさぎ 居酒屋から焼肉店への事業転換 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 静祥貿易株式会社 6140001093040 廃プラスチック輸出から自社で高品質な再生加工プラスチック製造事業 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 ナッツ ハンドメイド作家自立支援のための生産～販売一貫サービス事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 合同会社Ｒｈｕｍｂｌｉｎｅ 6140003007931 まるで魔法の絨毯の様に海上を飛ぶ、＂ｅ－ｆｏｉｌ＂スクールの開始！ 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ビストロＷＡＫＵ リスクを分散しつつ三宮の老舗ビストロの味を広める新店舗展開 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社アイエルピー 2140002060712 卸売業として新型コロナウイルスの影響で減少した売り上げを小売業でカバーする。 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 合同会社エイコーンイングリッシュアカデミー 6140003014358 対面とオンラインのハイブリッドレッスンを実現する英会話スクール 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 たつの市 ヤスハラ家具 富裕層のおしゃれな４０代以上女性をターゲットにした美容院 龍野商工会議所

近畿 兵庫県 美方郡香美町 旬の宿尾崎屋 余部橋梁を生かした新しい顧客層の獲得 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 天ぷら・水炊き　天かす 来たれおしゃれ神戸男子。メンズ脱毛でさらにおしゃれに磨きをかける。 市山　優

近畿 兵庫県 姫路市 大盛商事合同会社 9140003013547 ウィズコロナを生き抜くセルフエステでの新事業の展開 山本　文則

近畿 兵庫県 神戸市西区 横田美装株式会社 9140001073114 脱炭素事業に向けた太陽光発電事業のメンテナンスの新たな取り組み 岩佐　修二

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社遊心企画 3140002031803 地域のデジタル動画メディア発信サポート「ＤＸスタジオ」の運営 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ハートフルコミュニケーションズ 9140001120279 子供の未来と社会に貢献する企業を目指し、放課後デイサービス等への転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社政田工業 1140001055656 金属加工業で培った技術・販路を活かし、産業廃棄物の破砕処理業に参入、地域循環型社会の実現に貢献する 弓手　宏亮

近畿 兵庫県 川西市 吉永建設株式会社 2140001080356 空き家再生ビジネス 杉田　一弥

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＹＡＳＵＩ 5140001099914 特製タレで調味した完全個室焼肉店の開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市西区 ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 産地と国産にこだわった化学調味料を一切不使用の蕎麦専門店開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 ポンコツ商店 オンラインとオフラインを融合した「地域課題を解決する」新マルシェ事業 木藤　紀宏

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アマミ 2140001073582 コロナ禍におけるエステ×飲食事業の無店舗型事業再構築 税理士法人河田タックスマネジメント

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｒａｄｉｃａｌ 1140001073220 居酒屋運営会社が特殊ミキサーで作る健康野菜スープ専門店の展開 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社エド・インター 9140001068122 卸売業から自社での直接販売事業への再構築 森口智志

近畿 兵庫県 加古川市 エーアジア 地域資源の温泉源泉を活用したスキンケアブランドの構築・製造・卸販売 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ボニークチュール キッチンカーによる地元飲食店との共同型移動販売事業 中原　俊男

近畿 兵庫県 神戸市長田区 吉岡興業株式会社 8140001017055 生産改善コンサルティング及び地場商社マッチング事業への進出 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｓ＆Ｙフード 5140001090377 脱居酒屋スタイルによる高級食パン屋併設のカフェ経営事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＨＯＳＴＥＬ　ユメノマド モンテッソーリ教育を導入した保育事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市灘区 柏木 ミシュランガイド掲載のレストランが創り出す洋菓子店の新規開店 株式会社但馬銀行
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 ロコ・フィールド株式会社 9140001100768 美容業界の人手不足や労働環境改善に寄与するマッチングアプリの開発 吉川　祐介

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ペコリーノ 1140001097260 事業計画書“窯”も自作、本場認定のナポリピッツァ　～　繁盛店への道のりをＷｅｂ配信　～ ＳＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＦＮＳ株式会社 8140001012618 台車移動式ロボットによる自動供給搬送システムの開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 モンブランド イベント販売から、非対面非接触型実店舗への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ヒロノテック 1140001036549 新分野展開のための新規設備導入による生産効率化 田中　洋介

近畿 兵庫県 洲本市 ケーズテクノホーム株式会社 2140001086171 非対面型モデルハウスによるニューノーマルな豊かな暮らしの提案 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市網干区 株式会社大坪鉄工所 8140001058116 レーザークリーニング技術導入によるメンテナンス事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プロアクティブ 9140001021386 オンライン学術集会のための短納期・低価格・高機能サービスの提供 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社いづみや本舗 8140001081209 和菓子の技術を生かしたオープンカフェ開業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社エスアール 3140001056231 コロナ禍の市場ニーズを踏まえたＢＰＯサービスの提供 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 有限会社章陽工作所 8140002037713 成長性の高い新分野展開に向けた生産効率化の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 加東市 株式会社フクイ金属 8140001075094 最新複合機導入による工程集約で大幅な生産性向上を図る 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ブロード・ヴァレイ 9140001106170 調剤薬局の限界を超え、患者様の幸せに寄り添うトータルケアへの挑戦 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ロペ積木 2140001062354 高齢者や身体が不自由な方の為の介護服のパターンオーダー事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ワークス 1140001054609 新たな生産体制を構築し、コンクリート分野への大型展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 洲本市 グッドピープル株式会社 7140001085986 他の唐揚げ専門店にない独自メニューを提供するテイクアウト・デリバリー事業 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社ＢＮ－リブート 8140001066201 水門・インフラ分野参入のための生産体制構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宍粟市 オマエ自動車工業 エーミング対応した最先端指定工場への転換で地域ナンバーワンへ挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社いまご荘 2140001056876 ジオパークの極上海鮮バーベキュー！遊びも満載グランピング事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社ごえ門 1140002038817 巣ごもり需要に向け、焼肉店経営で培った調理技術を活用した中食事業 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 伊丹市 パスカル大分株式会社 6140001078784 超高精度「ロボットツールチェンジャーＲＨＡ」の開発と製造 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 姫路市大津区 東和建設株式会社 2140001060250 循環式プラスト工法習得による橋梁補修工事への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社関西マシンアンドコントロール 6140001097231 ＦＡ機器製造のノウハウを活かした樹脂製品曲げ加工機等の製造販売 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 マック株式会社 7140001010944 移動販売車を活用した「神戸百貨店」による増収計画 冨松　誠

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 横田技研株式会社 2140001113586 将来の自動車市場を支える製品製造を実現する新分野市場への挑戦 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社Ａｎ．ｄ　ｙｏｕ 1140001101121 サブ観光エリアに於ける感染予防対策を考慮した需要の創造と雇用の創出 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 オメガオイル株式会社 1140001042547 廃油の完全再資源化によるスラリー燃料の製造販売 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341 企業買収・設備導入を通したＩｏＴ特装車の塗装・部品製造事業の実施による事業基盤の安定化 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 宍粟市 長田産業株式会社 3140001039095 組織状小麦たん白の製造・販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 夢前プラスチック 高機能木材加工機導入による木材加工業への新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 豊岡市 浮田産業株式会社 5140001055818 『たった一つの特別を身近に』～一緒にものづくりをします 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社舞フーズ田中 6140001061674 単身・共働き・子育て世代をターゲットとした中食事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 日新産業株式会社 9140001060533 精密切断・穴あけ加工技術導入による建設業界向け金属製品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社高島測量設計 9140002032102 ドローンによる工場・プラント・高層ビルの調査・点検事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社丹波篠山食品 8140001057258 地元特産品「丹波黒大豆」の加工及び小売販売業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波市 氷上エンタプライズ株式会社 8140001041419 地域雇用の拡大に貢献するサードパーティ・ロジスティクス事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アルファテクノロジー株式会社 9140001006040 葬儀業界に特化したクラウド＆サブスク型営業支援システムの開発 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 キンキスチール株式会社 3140001058434 棒鋼自動曲げ加工技術の獲得による曲げ加工済み棒鋼販売事業の新規展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社神戸マテリアル 6140001090392 新たな再生骨材の製造・販売開始によるコンクリート二次製品市場への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社青山商会 8140002047191 連綿と需要が続くビルメンテナンス事業へ進出し既存事業とのシナジ 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ワンズ 2140001092095 引越屋の第二章　～地域住民を虜にするコミュニティショップ開設～ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 ツカサ精工株式会社 2140001060077 新たに電気自動車向け製品への進出を実現させる事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｇａｄｏｌ株式会社 4120001224540 会員制カフェ＆スタディスペースとオンライン学習コンテンツ提供サービスを融合させた「Ｇａｄｏｌ　Ｃａｆｅ＆Ｓｔｕｄｙ」事業 池田　和史

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社トーマス 6140001013683 神戸のお土産を買いたい人に薦めたい自社製造のはちみつお菓子事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 兵庫県 神戸市西区 ジャパンレントオール株式会社 3140001027042 オフィス家具レンタル事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 たつの市 伊森商店 革仕上げのプロが今までにない革素材・革製品を産み出す。 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＨＩプランニング 9140001037085 空調及防水技術を活かしてメンテナンス業から製造業への事業転換 山本　文則

近畿 兵庫県 姫路市大津区 株式会社尾池機械製作所 8140001058066 バランシングマシン等で半導体レジスト撹拌装置メンテナンスへ展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社八瀬鉄工所 3140001062023 新たな柱事業構築のための新分野展開への取り組み 田中　洋介

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社モンドリアン 3140002044417 プロが焼く本格炭火焼鳥を家庭で実現する「アワジバード」のＥＣ事業 株式会社東都経営力向上センター

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社新東 7140002068858 旧市街の放置空き家等のリノーベーションと移住を促進する体験施設の建設 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社ニステム 6140001075732 クリーンルームと高性能射出成形機による高精密医療用製品製造 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社豊生ケアサービス 2140002069101 既存事業の技術を活用した地産地消のデリカテッセン及び配食事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社内藤精密 7140002062480 ５軸対応複合加工機を用いた産業機械向け複雑形状部品への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社平野組 7140001061228 下水管調査用最新設備導入による下水道事業向け新規総合サービスの事業化 一般社団法人城西コンサルタントグループ

近畿 兵庫県 豊岡市 拡運建設株式会社 7140001056252 国内・東南アジア富裕層に向けた神鍋ツーリズムへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ミノルサービス 2140001020221 異物混入のない製造・加工を実現する設備を導入し安全性と生産性を向上する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 松年 明石の現役若手漁師が始める、本格的かつ次世代型「船釣り」体験事業 株式会社シザコンサルティング
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近畿 兵庫県 神戸市西区 佐々木電機工業株式会社 7140001004789 テーブル形ＣＮＣ横中ぐりフライス盤で大型真空チャンバー等への展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 同栄商事株式会社 5140001112858 新型コロナ患者の命を救うバイタルサインモニター装置の開発・製造 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ウィズエステート 7140001086118 『釣る・捌く・食べる』を楽しめるリゾート施設と専用釣り船の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社エスティー産業 2140002047692 新分野である食品加工分野へ新事業を展開して事業の再構築を図る 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 三ツ豆珈琲 喫茶店・無人店舗・ＷＥＢによる珈琲体験のオムニチャネル展開 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社新免製作所 2140001056257 建築用鉄骨の製造業から設計サービス業への業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＭＳ＆Ｃ 9140001072842 地域の顧客に対応したフィットネス事業への挑戦！ 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｓａｋａｎａ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ 8140001108151 日本の魚と食文化を日本国内及び世界の消費者と事業者に提供する 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヤカグループ 8140001061994 当社の強みを活かした新事業展開（食品一次容器への進出）による事業再構築とコロナからの再起の取組み 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 明石市 関西超硬合金株式会社 2140001034691 最新ワイヤー放電加工機を用いた建機分野向け高精度ツールの製造 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ローム 6140002052466 高齢者・単身者向け家庭用洗濯のデリバリー事業での新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社中筋鉄建 3140001060340 物流倉庫の建設需要獲得に向けた、鉄骨製造業への新分野展開事業 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 あさひケアサービス株式会社 4140001032297 地域密着型の配食事業およびスマートコインランドリー事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大辰 7140002045469 吊り足場設置工事市場への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社キド 7140001084666 高耐圧性ディンプルジャケットを用いた抗体医薬品培養タンクの開発・提供 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社宝角合金製作所 5140001061502 革新的船舶エンジン向け大型部品の生産体制構築による新分野展開 山本　高久

近畿 兵庫県 加東市 株式会社稲坂歯車製作所 6140001074874 ロボット用歯車分野への進出と航空機歯車製造方法の変更 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 日藤ポリゴン株式会社 8140001075730 工場の増設及び改築を行うことで新しい精密機械の製造に挑む 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社三電社 3140002041026 ウイズコロナ時代のニーズに応えるための非接触型デジタルサイネージの製造販売への業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社ミヤビ 3140001039194 「ＥＶやクリーンエネルギー分野」などへの新分野展開を行うための製造体制構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ニホンローソク株式会社 4140001016630 オリジナル廃油キャンドルの開発を通じたＳＤＧｓプロモーション活動の推進 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 黒木工業株式会社 7140001058620 分解整備分野への事業拡張とタービン発電機向け事業の参入 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社タワヨシ 3140001069448 木材加工の精度・生産性向上によってＶ字回復を図る業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 小谷運送株式会社 3140001058839 既存事業のつながりとノウハウを活かした物流倉庫事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 甲南ダイカスト工業株式会社 2140001003341 ０．５μレベルの精度での量産を実現するダイカスト部品の超高精度鋳造・加工 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ハンシン 9140001013887 医薬製造装置部品で難素材テフロン加工へのロボット導入に取組む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 丹波篠山市 フルヤ工業株式会社 6140001041833 難加工樹脂の成形を実現する３次元冷却配管金型製造への新規参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社甲南地産 5140002028005 古民家再生と「農業＋宿泊＋ワーク＝グリーンワーケーション」事業 柴田　壽徹

近畿 兵庫県 南あわじ市 平川瓦工業 文化財修繕需要開拓のための新たな瓦修繕サービスの展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社フリースタイル 3140001088076 駅近の立地を活かしたテイクアウト及びデリバリー対応を強化したレストラン事業展開による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 高砂市 丸山印刷株式会社 3140001044269 印刷請負から、デザイン思考型による販促支援業への進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヤスヒラ 7140001062028 機械・部品組立工場の建設による組立製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 明石海峡大橋開発株式会社 8140001012386 漁港の仕入れルートを活用した、水産加工業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社西宮立正物産 3120102017233 中小の青果仲卸業者向けの受発注・在庫・商品情報管理のＷＥＢサービス（ＤＸ）提供 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社寺尾自動車 2140001075496 オンライン商談システムと特定整備の導入による事業再構築と競争力の強化 前﨑　暁彦

近畿 兵庫県 姫路市大津区 株式会社江渕工業所 6140001058027 金属部品加工ノウハウを用いた、医療用空調製品の一貫製造計画 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 みなと瓦産業株式会社 5140001085807 瓦で演出する和のテイストを活かした日本初！和風グランピング施設 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社竹内工業所 9140001049799 既存の設備工事業から、新たに設計事業に参入し、建築設備設計を含めた包括的な設備工事業に転換する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社日伸電工 2140001038453 ５Ｇ、ＥＶ社会に対応した技術力で新市場に進出を図る 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社池本設備工業 2140001014801 コロナ禍における新しいカタチのレジャー地域密着型マリーナ•釣り船事業 一般社団法人認定支援機関

近畿 兵庫県 姫路市 合同会社Ｐｅｎｅｔｒａｔｅ 8140003014513 芸術家が作るアートな日用品の製造販売と新事業展開への拠点整備 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 三功印刷株式会社 1140001079977 シリコンアルミホイルの需要増に対応したシリコンコーティング加工技術の獲得による業態転換 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＺＡＰＰＡ 9140001066134 遊休区画活用による木綿生産・美容院・コーヒー焙煎事業の立上と障がい者就労支援 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社つくも窯 3140003015532 陶器製食器から内装などの装飾品タイル製作への展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 赤穂市 有限会社光栄水産 4140002034169 養殖事業から冷凍加工業参入で売上向上を目指す再構築事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社大西電設 3140001098513 電気工事で培った技術を活かした電力制御装置等製造への参入計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大上観光バス株式会社 6140001041676 観光バス事業からバス・トラック整備事業への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社岡本精工 9140001096172 ５軸マシニング加工機導入による小ロット多品種部品の一括受託体制の構築 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社銀水荘 2140002009841 奄美大島におけるワーケーションを目的としたホテル計画 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社パルシーズン 4140001039854 産業廃棄物処理残渣を肥料に有効利用することで持続可能な事業を実現 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 サンナイト株式会社 2140001016129 子供靴の試作と子供靴の製造を行い、子供靴をＥＣサイトで販売する事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社コウキフーズ 2140001065588 食品加工製品プロデュース企業になるための小売ブランド戦略 日新信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 Ａｌｔｅｒ　Ｅｇｏ 鞄の町でレザークラフト体験型鞄屋併設のテイクアウトカフェ開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社神戸工作所 9140002012517 複雑形状および高精度加工体制の構築による小型建機分野への進出 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 淡路市 関西淡路島市場 水産物仲卸業から水産食料品製造業へ業態転換し販路拡大を図る 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 イル　クアドリフォリオ ものづくりとＩＴ技術指導で障がい者の自立支援を促進！就Ａ事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ｃｏｆｆｅｅ　ｕｐ！ トップバリスタ集団が手掛ける、コーヒーショップの可能性 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社有馬設備 5140002009624 有馬温泉の客室改修で培った技術を活かした住宅リフォーム業への進出 吉川　祐介
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近畿 兵庫県 三木市 株式会社小西商店 4140001036265 青果卸売業から加工食品通販事業への進出による、地元農家の活性化 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 株式会社古西商店 6140001013048 営業譲渡による造作材加工業への進出とワンストップ対応力で成長を実現 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＫＡＮＡＥ 9140001105874 感染対策を施したゴルフ練習場とコインランドリーで地域活性化 星　雄仁

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社典 9140001108497 アンテナショップ運営を中心とした高知料理専門店の新たな挑戦 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社あっと・はんど 7140002023210 非接触型モデルハウスの建築及び非対面注文住宅システムの導入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 東洋事務器工業株式会社 2140001060234 新分野への参入を可能とするパンチファイバーレーザ複合加工機の導入 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社アクロス 9120001206468 介護サービス事業から障害者福祉事業（グループホーム）への業種転換 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 Ｕｎ　Ｂｏｉｓ株式会社 5140001100441 農薬散布用ドローン事業への事業展開 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 株式会社ＩＭＫ．ＳＴＹＬＥ 7140001104655 ＴＯ－ＪＩ　ＳＴＹＬＥ～ＮＩＳＨＩＮＯＧＩＹＡ再興プロジェクト～ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リハケア 1140001055400 事業再編で再生医療の社会実装を推進し、健康長寿社会の構築に貢献 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＨＡＬデータ研究所合同会社 9140003013324 買ったあとの気持ちを数値化し製品開発に活かすサービス 松浦　睦子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ケーニヒスクローネ 9140001003302 製造小売系洋菓子会社の直営店・百貨店からコンビニ・スーパーへの販路拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社にしむらコーヒーサービス 3140001033197 珈琲＋洋菓子＋パンの３業態のノウハウを融合したスイーツの開発で食べ歩き市場へ進出 花岡　貴志

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＡＢＣ　ｐｌｕｓ 9140001101510 医師監修による自社コスメの開発、販売 松井　淳

近畿 兵庫県 養父市 株式会社ヒュッテやまなみ 4140001046586 自然の中の次世代レストランを目指して 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 大地商店 焼肉店発の地域飲食店の課題解決型精肉卸事業による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 坂上建設株式会社 7140001059032 障がい者の『住まい』に目を向けたグループホーム事業への参入 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社裕多加 5140001014006 酒屋が発信する『地域に根差す、体験型の西洋風古民家レストラン』事業への挑戦 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 明石市 株式会社あかし海産 6140001093874 水産加工品製造業者向け「小ロットＯＥＭ」受託の開始と中食商品開発 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＡＫＩＮＤ 4140001093389 地域ブランド活性化に寄与する「着地型ＣＸプラットフォームＷＥＢアプリＬＯＣＡＬＥ（仮）」の開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社阪口製作所 5140001048887 東南アジア進出へ向けた新型充填機の開発及び製造 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社ａｒｓ 4122002017163 空手体験×観光でオモテナシ！クールジャパン戦略 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ｒｉａｌｔｏ 7140001087603 新規事業「トレーラーハウスの製造／販売」を開始 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社エコリカル 8140001095794 未利用不動産の活用による非対面型、ワーケーション貸別荘事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社陵楓閣 1140001015569 業界初のライフスタイル提案型旅館の構築【旅館丸ごとショールーム化計画】 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＴＮＫ田中接骨院 6140001087629 怪我やフレイルの予防に資するシルバー向けトレーニングジム開設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社フアミリーレストランササキ 5140002029572 テイクアウト設備導入とトリミングサロン併設による新規顧客開拓 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ファーストフェイス 3140001089396 新規に沖縄に拠点を立ち上げフクギ並木発ブランドを世界に発信 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 緑窯業株式会社 8140001085936 瓦の大量生産会社が，コロナ渦で新たな瓦作りの可能性を求めて 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ディレクト 5140001072326 建装材の高品質・高生産性の新製法開発で内装ディスプレイを高度施工 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 味燈舎 空き倉庫を活用した、柔軟性に富んだコンテナショップ活用事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 エムテック株式会社 7140001042624 注文を受けてから〆て出荷する先端的技術を活用した鯖（サバ）の卸売事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 三木市 ロジカ株式会社 3140001037999 整備部門の事業化とオートボディプリンターによる看板書き業へ参入した、トラックのトータルサービスの提供 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アパートメント 5140001089824 飲食店から「カフェ機能を備えたパティスリー事業」への新分野展開 エース税理士法人

近畿 兵庫県 養父市 株式会社谷常製菓 3140001046546 ＯＥＭ事業参入と菓子づくり体験ラボのコラボによる新事業展開 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社十二也 1140002054046 地域の内食・中食需要を支えるための肉の小売店事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ムーブメント 5140002059925 自動車整備業界の変革期に対応した新技術サービスのセンター化 北野　孝志

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ＣａｒＳｅｒｖｉｃｅ　ＦＲＩＥＮＤＳ 1140001046176 地域で唯一のカーラッピング事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 豊岡市 角谷製菓株式会社 5140001055859 和菓子の製造販売におい冷凍保存を可能にし、長期保存とフードロスの軽減を可能にする。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社アーバンクリエイト 2140001080075 ドローンを使ったレーザー測量による、高精細立体土地測量への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社井澤商店 8140001044470 肥料販売と主食米穀集荷事業者として、実需要量に大幅不足している飼料用米の作付け委託販売事業を新たに展開する。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社モンテロッサ 3140001108593 イタリア料理店が作る自家製・無添加のジェラート専門店 ウィズアップ税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社浜工務店 3140001043452 新たなシナジーを創出する中古住宅リノベーション販売事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ゆうとみー 6140001037360 コインランドリー併設のブルーシールアイスクリーム店舗事業の新規立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 日本ラミー株式会社 8140001060591 クリアファイルとＷｅｂを組み合わせた大学生向けフリーペーパー事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社イトー 1120901035973 「町工場の挑戦！」長年蓄積された加工技術を活用し金型業界に参入。 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社湯のまち城崎 1140001087815 空き家問題解決のためのリノベーション型シェアハウス・モデル事業 作花　良祐

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社レスポンスエンジニア 1140001038215 関東圏における新規宿泊事業と併設型サーフィンプールを中心としたレジャー施設の一体運営 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社タクミ製作所 7140001054025 高精度の加工・検査を行う３装置導入による錠剤印刷機用部品の量産体制確立 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社香陽 1140001111467 安置室エンディングルーム事業計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＩＴＳＵＫＩ 6140001105423 ドライブスルー導入・大型ドライバー層集客の為の駐車場整備及び屋外休憩スペースの設置による事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 淡路島　鼓や 淡路島の食材を知り尽くした和食料理人貸切プランによる宿泊事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波市 氷上物流株式会社 4140001041298 荷物を弊社倉庫に短期保管しつつ運送することで運送効率の向上を図る計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 Ｒｉｐｐｌｅ　ｃｏ－ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 7140001107963 ヘッドスパ立ち上げによるトータルビューティーサロン 税理士法人アクトライズ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 神戸モールド株式会社 5140001017173 高精密加工技術確立による、高付加価値製品への取り組み 笹倉　宣也

近畿 兵庫県 明石市 木戸食品株式会社 1140001037786 OEMによるだし類やたれ等の調味料製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ユーウィン 5140001104938 旅行者にも地元にも嬉しい免疫増進ワンストップ施設の新規立ち上げ ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 加東市 株式会社カンベ自動車 9140001094382 自動車の性能に係る知識を生かした「アウトドア用品」の通販 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 西脇市 有限会社中央産業 1140002061785 地域に先駆けて特定整備に対応した車両整備事業への業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 テイ・アイ・イー株式会社 2140001075505 モータージェネレーター部品最終仕上げ工程の自動化設備導入による電動自動車部品市場への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社真優 8140002023110 業界初、真珠の特性を生かし海洋成分にこだわった化粧品販売の新規事業 関西みらい銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社ファシリティ２１ 3140002065818 人間×ロボットの協業による新しい清掃、見回りサービス事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 養父市 株式会社堀谷 8140001086604 葬儀サービスにおける経営戦略転換に向けた事業再構築計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 株式会社Ｍａｙｗａ 3140001077021 新設備導入による歯科技工物及び高精度実験器具製造事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社丸五商会 1140001061695 アナログからデジタルへ飲食店まるごと開業サポート事業！！ 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 相生市 株式会社ＬＩＣＴＨ 5140001101299 化学プラント設備を支えるフレークライニング施工事業でニッチトップをめざす 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社葡萄屋 1140002050664 喫茶店とコインランドリーのコラボレーション　業界の垣根を越える店舗融合プロジェクト 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 日中近海ロジスティクス株式会社 5140001107949 国際海上輸送物流業務の長き経験を活かした業界のＩＴ化促進 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社マルテツ仮設 1140001077824 建設用足場運送に特化したトラック運送事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社マルト製靴 1140002024288 消費者直接販売事業への業態転換 石川　克則

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 ミナト建設工業株式会社 3140001044681 宿泊機能付トレーラーによる運送事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社オーエスエム 5140001039606 カーボン・ニュートラル社会を目指すコンパクト創電事業 白石　信三

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社トーシン・アソシエート 8140001094020 建機テクニカルセンター　・オンライン管理システム事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ケーエスエム株式会社 7140001031445 高温反応樹脂製造（１２０℃→１８０℃）による新市場進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社ユースランド 3120001058964 スカイバレイフェニックス計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社シャルマンリッチ 5140001024938 日本一早い優勝マジック１４３が点灯する野球の聖地　尼崎市で行うバッティングセンター事業！ 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社創建社 8140001101354 遊休地を使った総合バーベキュー施設の運営 千代　整了

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社ハセガワ 9140001075597 建設副産物の受け入れ事業（建設発生土受け入れ）への参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社四国レジャー企画 2480002011185 ふるさと納税、洲本市返礼品の熟成肉の加工工場新設計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋日記 バーテンダーが創る本格カレーと洋食を楽しめる新たな昼ＢＡＲへ挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 朝来市 あさご整体 地域を元気に！竹田城跡の麓でこだわりの米ぬかを使った「米ぬか酵素風呂」を提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ウップスコーポレーション 6140002053415 既存フィットネスジムから個別リハビリに重点を置く介護サービスへの業種転換 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 ワンライディング・インターナショナル株式会社 4140001088496 平行輸入品への負のイメージを打ち破るオンライン高級時計販売事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 明石市 新興金型工業株式会社 8140001034950 タイヤ金型事業からタービン製造部品事業への新規展開 日本経営ウィル税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 フジコー株式会社 5140001061353 めっき加工会社がリチウムイオン電池の生産機器部品を製造する計画 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 明石市 株式会社はなうたデザイン 4140001102298 非日常体験の創造を提案する　古民家宿泊施設＆コミュニティスペース 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ジーホワイト 6140001073570 ビルメンテナンスのプロこだわり～完全プライベートな快適ヴィラ～ 熊谷　悟

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＣＯＳＹ 5140001083521 日本全国リモートワーク拠点を実現できる、どこでもオフィスシステムの開発販売 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社アームテックパブリシャーズ 4120002071040 大学軽音団体が利用できるアウトドア音楽施設の構築と運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社クリナン 9140001087007 海外拠点のネットワークを活かした外国人投資家専用バーチャルオフィス及びバーチャル従業員提供事業 表　順一

近畿 兵庫県 多可郡多可町 有限会社英樹建設 1140002062049 西脇初！コワーキングスペースの開設による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ピージェイ 1140001056084 ＩＴ人材育成の為のプログラミング教室事業の立ち上げによる収益改善計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＨＥＮ　ＪＩＮＧ　陳　静 オンラインを活用した新たな取り組み「陳静カンフーアカデミー」 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社三木鐵工所 3140002051058 数値管理による新製法を土台とした新領域への展開 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＫＥＹＴＥＣ株式会社 1010001101092 ワイヤレスコンクリートセンサーの構造物モニタリングシステム 湯本　與三

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社城洋 5140001059430 発電機部品製造事業への新規参入 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社バンディ 6140001027007 チャンネル文字看板の需要増加に伴う、新規看板製作における一貫体制の強化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神戸ポートピアホテル 6140001012099 ～地域との共生～立地を活かした観光（展望）施設事業・旅行業への　参入による新たな市場の開拓 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社Ｍｏｒｒｏｗ　Ｗｏｒｌｄ 1140001099950 法人向けビジネスコーチングサービスの構築 澁谷　宗紀

近畿 兵庫県 川西市 株式会社大智鍛造所 1140001079201 自社使用ハンマ鍛造用金型の設計・製造ノウハウを活かした、鍛造用金型の外販事業の立上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社北星社 7140001056104 ＶＲ・デジタルコンテンツ技術とアクリル印刷商品販売の融合による紙印刷依存からの脱却 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＰＧＪ 5140001110795 グローバルビジネスサポート型インキュベーション事業 塔筋　幸造

近畿 兵庫県 たつの市 けんたろう農園 自社農園で栽培する旬の野菜をふんだんに使った地域密着の農家食堂の運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 養父市 株式会社Ａｍｎａｋ 5140001099740 コロナで傷つく産地の復活に向けた「産地の野菜セット」販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社アートフィアー 9140001056531 ポストコロナ時代を見据えた新生活スタイルの提案（パーソナルオーダーと機能性ウォレットの開発）によるＢｔｏＣへの展開 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 西播商事株式会社 5140001063250 処理困難廃棄物を処理可能とする高度分析設備の導入計画 亀山　勝幸

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ファスト 8140001056425 自動車工業用ファスナーの目視検査技術を医療へ活かす新たな挑戦 京都府商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 Ｏｃｔｒｏｌｌ株式会社 5140001109854 自社ブランドによる子供用サプリメント商品販売事業 青木　孝仁

近畿 兵庫県 明石市 田中運送株式会社 4140001035127 運送業から倉庫業への思い切った事業再構築 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社イマナカ 5140001075312 ＩＣＴ建設機械を活用した残土処分場開設し新分野展開を行う 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 三和油業株式会社 5140001016167 先端デジタル機器導入による効率的なカーケア事業の実現 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社花梨 9140001086644 高級フルーツショップが作るフルーツたっぷりのジェラートの製造・販売 福井寛之

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社タニキカン 3140001049929 流動層技術を応用した『オール電化鋳物砂再生装置』の開発・製造 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ハルモニアＫＯＢＥ株式会社 5140001102933 神戸六甲山で国際レベルの音楽セミナー企画運営アテンド 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社庄司圭介アトリエ一級建築士事務所 3140001045192 リゾート感ある「コンパクト別荘」宿泊体験により顧客層を拡大する事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 太洋アルミ鋳造株式会社 8140001049742 ３Ｄプリンタ導入で画期的な３Ｄ樹脂木型内製による新分野展開 一般社団法人ヒューリットＭＦ
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近畿 兵庫県 加古川市 有限会社大濵 9140002035402 工場および加工ラインの新設による、加古川海苔加工事業への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社レストランバンク 5140002045553 セントラルキッチンを併設した非接触店舗と小売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ナカムラ 1140001050426 防災・防火に優れた建材製品を開発し、新分野の一戸建住宅への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社正建工業 6140001020168 無人インドアゴルフ練習場事業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 そふと工房 過疎地域における持続型観光土産開発及びリスク分散事業改革計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 合名会社眞島商店 8140003007574 老舗鶏卵卸業等や灘の特色を活かした長屋カフェと簡易宿所への挑戦 吉川　祐介

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社イデア 4140001004445 設備導入で完全内製化を図り、匠の技で研究支援事業に新規参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ＭＩＫＩＲＩ 5140001026042 身体の健康と美へのサポートとしてのトレーニングジム事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ケシオン 2140001081461 ＺｅｒｏＢｅｓｅを活用したＬＤＯサービス事業 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 西部商工株式会社 5140001029029 インダストリー４．０技術スクール 税理士法人ガルベラ・パートナーズ

近畿 兵庫県 芦屋市 お肉屋きっちん 定食屋から商店街と連携した新しい生活様式対応の「相撲ちゃんこゲストハウス」への挑戦 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＨＯＯＰ 9140001089903 光触媒の技術を利用して建築物件に除菌・抗菌・防カビの機能を付与・施工する建設工事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社デミック 8140001052291 牛乳屋の定期宅配ルートを活用した、地域密着の宅配する高級食パン事業 田中　寿夫

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｎａｔｕｒａ鍼灸整骨院 個室による感染対策に取り組んだ健康予防に特化した美容サロン事業 中村　實

近畿 奈良県 奈良市 サンホワイト太陽炭株式会社 3150001002928 外国人人材の教育・育成・紹介事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社なら町長屋 3150001002556 奈良「餅飯殿（もちいどの）」に伝わる民話から生まれた菓子作り事業計画書 奈良商工会議所

近畿 奈良県 葛城市 シンコーフーズ株式会社 9150001012839 食べながら美味しく美しく！ＤＸを意識した新設備で作る健康と環境に配慮した冷凍惣菜 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ドルチェ・クォーレ・ジャパン 5150001012231 ＦＣ　からの脱却！国産小麦を使用した無添加食パンの　ＥＣ　販売事業 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 仕出し津川 老舗仕出し屋のテイクアウトメインの本格弁当事業への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 株式会社まつもと 5150001016439 地域と密着した主観的幸福感とストレスコーピングと日常生活を楽しくサポート 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 赤べえコーポレーシ 非接触型オーダーシステム・換気・除菌に特化した安心・安全を提供できる「焼き肉・ホルモン・韓国料理店」に新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 株式会社よしおか 4150001009617 飲食店卸業務を通し得た繁盛店情報を最大限に生かし韓国料理店に進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 株式会社ＯＳＫ 1150001018257 ウィズコロナにおけるリモートワーク用レンタルスペース業の実施 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 葛城市 仲内株式会社 9150001013143 ＯＥＭ事業からの自社ブランドの立ち上げ及び国内外へのオンライン販売による事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 奈良県 奈良市 とことこ ＥＣサイト・テイクアウト開設事業 山口　秀秋

近畿 奈良県 奈良市 ブライトンティールーム／Ｊｕｍｐ　ｔｈｅ　Ｇｕｎ イギリスの”住”に焦点をあてた事業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 アミック株式会社 9150001005537 月額料金のみで実現できる、施設、訪問看護ステーション利用者向け見守りシステムの販売 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 葛城市 プレミアムラボ 輸入総代理の獲得と国内販路開拓を目的としたクラウドファンディングの活用 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社エビス堂 9120001182701 クラウド型業務一元管理システムの提供で中小企業のＩＴ・デジタル化 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 株式会社カプリ 2150001012151 不要なものを必要な人につなぐ循環型社会に貢献するリユースショップの新規開業事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 コココーヒー スペシャルティコーヒー・豆自販機とワークショップによる業態転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 カフェサマナラガーデン サステナブル・体験ニーズに対応した五感で満足するピッツァ工房の開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 レディライクウーマン 日本にない世界で闘う日本発ライフにまつわるクラウドファンディングサイト 大阪商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 晴和工業株式会社 4150001021241 コロナ渦で高まる清掃ニーズに応え地域の快適な暮らしをサポート 前田　康伸

近畿 奈良県 生駒市 サンティエ プライベートサロンの強みを活かし男性ヘアケア対応に転換する 北おおさか信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 フジエダ珈琲株式会社 2150001006070 コロナ禍で縮小する外食市場から消費者向け通販事業で事業再構築 清水　和也

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社中部トータルサービス 9150001010719 排水管逆流事故ゼロを目指す雑排水管温水高圧洗浄工法システム 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 五條市 バリマジック　リラクゼーションスクール ハーブの精油製造・販売事業への業種転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社彩工舎 6150001000912 自社ビルを使った「未来へ繋げる家庭料理専門店」運営の挑戦！ 廣田　省二

近畿 奈良県 大和高田市 瀬川靴下株式会社 5150001012917 要介護者、下肢障害者向け　フット・ケア＆サポーター用マルチ生産体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 奈良県 五條市 石井物産株式会社 6150001015646 観光みやげ依存からの脱却。「柿の糖」で健康寿命日本一の町づくり。 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社慶信 3150001022050 土木資材事業者とのパイプを活かした地元建設事業者向け土木資材販売・配送サービスの展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 キョーワテクノ株式会社 9150001016716 テレワークの課題解決と安定収入の確保を図る、倉庫＆オフィス賃貸業への展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 有限会社皆倉建設 2150002009709 九州・四国の有名ブランドさつまいも専門スイーツ販売店の出店 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡天川村 久保治 コロナに負けない！全天候型バーベキュー場の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 山本松産業株式会社 5150001006778 高齢者の予防医学に基づくベットマットレスでインテリア新規事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 オンワ グルテンフリーの新商品を軸に製造業へ業種展開に挑む 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 香芝市 有限会社Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｈａｎｄｓ 5150002010845 地球環境をテーマに出会いやつながりを生み出す飲食事業への転換 ソアネクスト合同会社

近畿 奈良県 御所市 ｎａｎａｎ 淡路島地産を生かした出張型料理および販売 株式会社シェアード・コンサルティング

近畿 奈良県 天理市 株式会社マスターリング 9150001006741 県内初のサブスク型「美と健康のトータルファッションサロン」分野への展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ロードサイド 5150002006075 主たる事業を変更せず新たなレンタルオフィス事業を展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 有限会社ワーク 2150002008099 垂直多角化戦略による発掘調査事業の拡大 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 シンコー食産株式会社 4150001007018 世界遺産の町を盛り上げる新たな観光スポットの創生 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 有限会社みなとテント工業 9150002011162 国際有害物質指令規格準拠の独自基準による、医療用製品製造の専用ライン構築 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 もりやま整骨院 コロナ禍で増加する心身のストレスを整調する完全個室パーソナルトレーニングサービスの運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 有限会社コーフテック 4150002004971 同業他社向け金型設計請負業務への展開によるサプライチェーン再構築 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 大和化学工業株式会社 1150001013745 日本初となる半導体製造装置専用フッ素樹脂製カバーを成形加工で量産化 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 桜井市 株式会社ニシダ 1150001009470 「外国人の髪色髪質にあった色付・無光沢ボビーピン」の海外販売 株式会社南都銀行
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近畿 奈良県 天理市 株式会社マイスター 1150001008051 画期的なオートボディープリンターを活用したサービスで広告業界への新分野展開 税理士法人あおば

近畿 奈良県 香芝市 株式会社そまもと 9150001012946 奈良県の地域資源を使用した焼肉店とお弁当を通じた地域とコミュニティの活性化。 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＩＷＣ 7150001010043 半導体及び医療分野への進出に向けた「薄肉山高フレキシブルチューブ」の製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社丸國林業 4150001013420 フリーランス職人と自社の内部資源とのシナジー形成による非住宅領域に向けた新たなビジネスモデル構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡川上村 株式会社東谷製作所 1150001016104 ビル空調向け大型熱交換器用アルミパイプ部品の事業化による新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 大和協同ガス株式会社 3150001013751 地元密着ＬＰガス販売事業者が高齢者向け運動型リハビリサービスを展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社平松塗装店 2150001019097 屋根にも強い最先端の塗装屋さんが提供する信頼と安心の屋根事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 葛城金属工業株式会社 4150001015086 ベンディングマシンの新規導入による新たな厚板・長尺の建築部材製造 大和信用金庫

近畿 奈良県 天理市 株式会社未来鋼業 6150001020324 鉄骨製作から現場建て方工事まで総合的に行う事業者への転換 森下　陽子

近畿 奈良県 吉野郡川上村 有限会社池田鉄建 5150002011348 川上村キャンプ等複合レジャー施設の建設運営による地域活性化事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社ＴＲＩＯ 5150001018757 日本料理店、弁当宅配、食品通販で、大和牛を使った美味しい料理を提供 升谷道教

近畿 奈良県 吉野郡川上村 有限会社菊谷木工所 2150002011326 「吉野杉・吉野桧」と「技術」の融合で木のぬくもりのある生活を 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社Ｓｏｐｒａｎｏ 4150001023956 障害者福祉ニーズに対応した社会的課題解決のためにグループホーム事業への参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 株式会社Ｓ．Ｉ 8150001018440 アクアリウムと取引先ルートを活かした新たな食の複合施設の創出 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 アム 休業中・フリーランス美容師の活用による人材不足解消・シャアサロン型美容室への事業転換 加藤　永俊

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ズーノ 4120001212215 地域特化型でお仕事創出　コワーキングスペース事業 山野　展弘

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社森本製作所 4150001015929 精密加工設備の導入による業務用高品質ラック事業の新規展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 奈良県 香芝市 エイ．アンド．エス．システム株式会社 8150001017582 新製品開発を契機に市場開発型企業へ飛躍する取組み 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ラインシステム 1150001002888 物販・軽飲食・ロッジのログハウス型多目的複合店「釣り人達の基地」の出店 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 葛城工業株式会社 2150001012523 サポイン事業「新嵌合技術」の事業化及び燃料電池架台事業体制の構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 株式会社鈴木靴下 1150001011195 業界初アンチエイジングサポーター開発と、直販店・通販事業の立ち上げ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 吉田株式会社 2150001011368 新工場のクリーン環境を整え、新たに医療用検査容器の製造を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 西本建設 攻めの経営へ！アウトドア需要を捉えたキャンプ場への新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 ＭＯＯＮ＆ＳＴＡＲ 整備技術とカーレーサーの経験を活かしたレーシングカーの製造事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 アトリエＥＭＢ　サトイ 靴下業界初の「立体刺繍」機を導入し新製品、新市場開拓と社内体制の高効率化 水上　和之

近畿 奈良県 大和高田市 ワキ製薬株式会社 6150001013716 配置薬業界に新風を！リモート営業を可能にするＣＲＭ開発 松尾　基司

近畿 奈良県 橿原市 ヌーベル化学工業 医薬品向け製造機能を有する新工場新設による業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 株式会社中和コンストラクション 6150001010069 アフターコロナの住環境の在り方に対応した「高気密高断熱」省エネ住宅への事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社井上企画・幡 1150002002020 井上博道写真美術館が奈良地域観光のプラットフォームになる 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ハイドアウト 美容師と顧客と美容院を繋ぐマッチングアプリの開発・提供 トーマス株式会社

近畿 奈良県 大和高田市 三喜グループ株式会社 7150001013483 データ送受信ポストサービス 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 梅乃宿酒造株式会社 8150001012402 「新しい酒蔵体験」から見るＢｔｏＣ事業の可能性を具現化する新事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社ワカクサ 5150001013733 環境対応型・市場優位性のあるプラスチック製品を製造販売し社会インフラ業界へ進出 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 吉野郡天川村 玉井銘木店 コロナ禍でアウトドア需要が高まる中、木を活かしたＢＢＱ場開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 有限会社エヌティワイ 6150002002577 新製品開発で切り開く、スマート農業市場への新分野展開 田川　智洋

近畿 奈良県 奈良市 株式会社御菓子司鶴屋徳満 7150001000432 観光客を対象とした喫茶事業への新規参入による、Ｖ字回復へのチャレンジ！ 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 株式会社北浦商会 4150001018452 外構施工展示場を兼ねた「ドッグラン＆キャンプ場」事業への展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 ダイヤ製薬株式会社 8150001010661 フィルム製剤の開発及び製造販売事業の構築 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 有限会社南横手商店 5170002010637 青果卸売×食品加工のシナジーで新たな食品ニーズに対応する企業への転換 湯川　直樹

近畿 和歌山県 和歌山市 食堂ことぶき 和歌山の魅力を白浜町から発信し、全国のお客様を町へ呼び込む 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 城北スタンド 地元和歌山県産フルーツを使ったベイクドグッズとオリジナルエスプレッソ販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田市 株式会社エデュケーションリンクス 3170001007537 地域密着型宅配弁当とピザの宅配が出来る洋食料理店を開始。モーニングからディナーまでの売上の確保を行い、事業の再構築を図り 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＢＵＦＦ　ＣＲＥＡＴＥ 1170001016291 体験型カフェバーへ転換 海南商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 高野山ゲストハウストミー 世界遺産　高野山の魅力を発信するホットサンドカフェの開設 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 味村造園 瀬戸内海国立公園で楽しむ、安心、安全、快適　フィシングボートサービスの提供 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 御坊市 花舞 郷土料理の多様性に貢献する手作り料理弁当店への転換 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＹＳサーチ 2170001015359 訪日できない海外観光客の買換えをサポートする鞄類のＥＣ販売 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社ＫＣＲ 2170001013032 観光地を支える新しいカタチのＷＥＢ観光ＭＡＰ製作事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 むすび家 ウィズコロナの食生活に対応した、キッチンカーでの移動販売による業態転換計画 古田　倫子

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社コムラ 3170001001176 紀州材窓の改修を高齢者住宅・医療福祉施設に提案し直接販売する事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社まごころ 5170001013054 カウンター設置によるテイクアウト事業展開による業態転換事業 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社三ツ星ファーム 2170001013916 地域の廃棄物を再利用した持続可能な菌体資材事業の立上計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 御坊市 せちごおて屋 ショットバーからＩＴほっとステーションへ 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社三八波 4170001006612 最新の急速冷凍技術を活用した和食冷凍食品の製造販売 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社アドホック 1170001012002 看板製作会社のドローン導入事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 長栄物流株式会社 9170001004363 大型車両向け塗装およびメンテナンス事業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 大十バス株式会社 6170001005967 アフターコロナを見据えた貸切バス事業の収益力向上計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲＩＺＨ 7170001015610 紀和味ブランドアワビの製造内製化による収益強化と新商品製造計画 速水　愼一郎
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近畿 和歌山県 和歌山市 ビリヤードソーホー リアルと融合。リモート参加可能なポーカーシステムの開発 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社モリカワ 9170001011839 カーボンニュートラル企業へ転換！ＥＶ充電スタンド事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社島田建設 9170001014024 六宝焼で地域活性化。コロナに強い和菓子店への新分野展開 山本　智之

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 三恵自動車株式会社 5170001007196 ドローンを使用した農薬散布事業に進出 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ＭＯＴＨＥＲ 6170002005982 美と健康をお届けするリハビリ型デイサービス事業への進出 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 ＨＵＧ 出逢い結婚に繋がるコンセプトカフェＨＵＧ＆古着ショップ新規開店！ 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 海南市 塗り工房ふじい デザイン性が高い装飾アクリルパネルの事業化 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フリータウン・ジャパン 2170001014749 既存事業実績を活かした実店舗への新分野展開とオリジナル新商品の販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 橋本市 ダラドス カクテルジェラートをメインにしたアミューズメントバーの開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 錦斗雲 和歌山の食材を使った本格中華の餃子事業 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 株式会社和歌山リビング新聞社 8170001003894 次世代の地域密着型デジタルメディア構築（動画メディア・サブスクメディア） 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 すずめのかくれんぼ 夜営業の居酒屋からテイクアウト・カフェ・ＥＣ事業への進出 水城　実

近畿 和歌山県 紀の川市 チリ化成株式会社 1170001007844 観光客に果樹王国「和歌山」の魅力をフルーツパーラーを通じて提供 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社野嶋運送 9170002002960 運送会社によるアウトドアスパイス瓶詰加工事業への挑戦 福井　茂

近畿 和歌山県 海南市 澤株式会社 2170001014113 自社製造の高付加価値商品による越境ＥＣを含む新市場進出～卸売業から製造業へ展開 海南商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社セキネ 6170001007492 コロナ禍においても行列ができる地元和歌山県産のフルーツを使用した飲食事業 北畑　米嗣

近畿 和歌山県 和歌山市 スミカ株式会社 9170001013439 コロナ禍における新しい住宅会社探しのスタイル　注文住宅相談窓口 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 井上　友美 スポーツと学童保育を融合した野球道場への転換 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 株式会社池田土木 9170001009164 地域貢献を実現する「低価格・全天候型」残土処分場新設計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社柳屋 4170002009647 長期滞在型ワーケーションの実現と、必要な客室の整備 竹内　央

近畿 和歌山県 新宮市 味斗 地元を知り尽くした居酒屋店主が行うアウトドア体験型複合ゲストハウス 三重県商工会連合会

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 株式会社英興 6170001012897 放射線ホルミシスルームｄｅ地域健康づくりサポートプロジェクト きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 岩出市 ペットハウスアン ドッグラン＆カフェ『和歌山ねごろの里』の開業 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 株式会社千乃恵 8170001012193 県内初大型自動車の洗車・オイル交換が可能なトラックステーション 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 橋本市 寺本パイル織物株式会社 8170001011022 革新的撚糸技術の開発による高付加価値パイル織物市場の新規開拓 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 ホンシュー包装株式会社 8170001005908 農家ブリッジプロジェクトと初心者に優しいキャンプ場 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 株式会社シガ木工 6170001001479 生産、販売、展示、育成を包括した伝統工芸桐箪笥スタジオの構築 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 日光染業株式会社 2170001002522 化学繊維の染色加工をスタートし、天然繊維と合わせて二刀流工場となる。 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 ザ・リアルマッコイズ　スタジオディーワークス 下取制度とＡＩを導入し、透明性・安心感のある絵画販売 下津　正也

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 桜井鉄工株式会社 9170001010980 半導体製造装置向け精密バルブ部品製造事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 太洋工業株式会社 9170001002004 銅メッキ全自動ライン導入による新製品開発と新市場開拓 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 株式会社ＦＬＡＰ 2170001012315 すし店舗事業者による法人および高齢者向け宅配弁当事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社よし平 5170002009167 よし平の知名度活かして、牛かつを和歌山ケンミン食とする事業！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 主井農園 主井農園による新しいチャレンジ　『ｍ．ｃｉｔｒｕｓ』柑橘に特化した飲食サービスの展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 おやつラボ紀の国株式会社 6170001006858 カステラ饅頭の外販・テイクアウトを中心とした「ポストコロナ」の新しいカフェ経営 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社エスエムエス 6170001000448 静脈産業支援事業開発による事業再構築 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 株式会社和み 9170001015708 観光拠点開設と地元協力者を巻き込んだ観光サービスの提供による地域活性化 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社松牛 5170002006214 精肉販売事業者による自動販売機での冷凍コロッケ販売事業 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 株式会社観潮 4170001006496 低稼働宴会場をレンタルスペースへ。オーシャンビューカルチャースクール＆ワーケーション対応会議室でイノベーションを実現。 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社吉本 9170001009627 おもてなし介護を白浜から！デイサービスからサ高住まで包括提供 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 バンドー設備工業株式会社 5170001002718 軽量で施工時間を短縮できるプレハブ工法を用いた消火設備の施工販売事業への新たな展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社Ｇｒｏｗ　Ｅａｒｔｈ 5170001013475 高級食パン販売によるテイクアウト市場参入への事業再構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社浅井良工務店 9170001000081 ＣＮＣルータを用いた建築木材有効活用による家具・雑貨の製造販売事業 水谷　弘隆

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社華新 8170001012508 ユーザーの多様なニーズに応える多目的レンタルスペース事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 海南市 プロイェクトジーオフィシナ 和歌山県の魅力を満喫し、コロナ禍でも語り合えるキャンプ場運営 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 南光染布株式会社 5170001002429 染色前加工業から最終製品製造によるネット販売への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社三愛エステート 9170002001665 様々な人のニーズを満たすプラットフォームカフェを和歌山県と大阪府に出店 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ｓｔｅｌｌａｔｏ 廃業した旅館を買い取り、地元密着型宿泊施設への新事業展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ベルクライン 4170001006587 日本初！地域資源商品を包餡する三層ワッフル開発と冷凍技術の確立での全国展開 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 ＫＯＲＶＡＰＵＵＳＴＩ 当店発北欧のオンリーワン商材をネット×リアルで販売 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 株式会社角濱総本舗 6170001010785 ポストコロナを見据えた高野山の魅力向上新店プロジェクト 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ＯＤＥＣ 1170001007563 これまでにない新しい金属と樹脂の３Ｄプリンティング事業の展開 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 有田市 株式会社サザンクロス 9170001012069 「８０－５０」問題解決の一助となる障害者グループホームの開設 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社神戸屋 7170001000819 食肉卸事業から非対面型バーベキュー事業を新規展開しＢｔｏＣ事業を革新 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社和歌山印刷所 8170001003696 製造工程のＤＸ化により、顧客ニーズに寄り添う高付加価値印刷の開発・販売 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 和歌山県 新宮市 居酒料理　Ｒｅ：茶 地域を支えるコインランドリー事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社長谷川冷機 1170001002647 快適空館！業務用換気・空調ショールーム開設による新たな顧客開拓事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社中田 3170002009375 樹木葬・海洋散骨を活用した１人世帯向けの「自分の供養サービス」及びペット葬分野への展開 若杉　拓弥
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 前西農園 農家のつながりを活かしたドライフルーツ製造による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社美麗書院 4170001013831 『一流の書道体験』をリアルとデジタルのハイブリッドで提供する 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社信濃路 1170001001491 アートをコンセプトとしたグランピング施設の運営 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 伏虎金属工業株式会社 8170001002896 産業用移送ポンプの対面販売からリモート販売へ転換するために必要なテスト用設備を設置する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 有限会社樽の味 3170002010184 世界初・玄米発酵エナジードリンク製造販売 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 和歌山県 和歌山市 居酒屋くろしお 愚直な居酒屋くろしおの「うどんの大田萬」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 岩出市 株式会社宮建 1170001012407 下請けからの脱却、お客様に安心・安全を提供するリフォーム事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社インクライエル 6170001011247 地域食品物流の合理化に貢献する新分野（貸倉庫業）への進出 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 海南市 健康研究所鉄板ダイニングベンケイ 健康研究所ＢＥＮＫが提案する複合型ホスピタリティ事業 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 株式会社咲楽 6170001006560 自家農園で育った野菜を使用した、こだわりメニューのデリカッセン事業 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 株式会社ドリームコーポレーション 5170001006322 ペットの悩みを総合的に解決する安心安全の老犬ホーム、ペットホテル、２４時間Ｗｅｂ視聴可能な保護猫カフェの開設 瀬藤　啓司

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 一ノ橋観光センター株式会社 2170001010780 世界遺産高野山に新ランドマーク「天風カフェ（仮）」をオープン 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 和歌山自動ドア販売株式会社 1170001003752 先端ＩＴ機器で、建築現場に実測業務に革命を起こす！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 ハマコー機械株式会社 6170001014126 無人自動機械などに使用される精密加工部品の製造及び販売 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社和歌山双信 1170001008017 より高速の通信に対応する光ケーブルコネクタ製造に係る新規事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 勝浦第一海産物協同組合 3170005005454 観光施設のノウハウを活かした水産物加工・卸売業への転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社インテリックス 7170001000298 コロナ後の人材不足対策として「ライブコマーススタジオ」＆「リモート接客」の拠点構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 株式会社近畿Ｋ．Ｎ．Ｍ． 9170001005403 地域活性と福祉に貢献する住宅型有料老人ホーム事業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 美滝山荘 那智山味噌を使用したランチ・テイクアウトメニュー・お土産物の開発販売及びデイユースサービスの開始 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ザ・パートナーズ 6170001006791 不動産賃貸事業者向けの物件入居者専用家具販売サイトの構築 ９９．９株式会社


