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事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【近畿ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 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 小浜市 福井物産株式会社 8210001014012 ＦＣ事業を通じて県内地域商材総合流通企業へ進化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 酒菜家ｈｉｒｏ 福井県を代表する食材を使用したテイクアウト販売事業 ヒッドワークス合同会社

近畿 福井県 鯖江市 株式会社大越プラレンズ 8210001017139 環境に優しいリサイクル・プラスチックレンズ製造業に業態転換する 左近　政裕

近畿 福井県 鯖江市 株式会社カブト 5210001012761 多角化の強みを活用した墓石需給のミスマッチを解消する終活事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 丹生郡越前町 株式会社グロース 9210002013152 眼鏡枠部品の一貫生産体制に業態転換し、高品質・短納期に対応する 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 タビーズ オンラインレッスン・ライブＷｅｂ配信を含む総合的音楽事業の展開 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 丹生郡越前町 カイロオフィス　ｓｏｇｏｏｄ 福井県内初の完全プライベート型個室陶板浴事業 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 福井市 チャイニーズ　レストラン　ファン 野菜いっぱいの中華ランチボックスによるコロナ禍の新しい中食需要の開拓 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社京呉服平田 6210001001020 「ＡＩ×自慢のスタッフ」当社の強みを活かした業態転換 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社五目亭 3210001015881 伸びにくい健康らーめんによるデリバリー販売事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 福井県 福井市 ネイル　ファクトリー　ラッシュ 福井の働く女性に安心と潤いを与える非接触型トータルサロン事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 大橋撚糸有限会社 3210002009379 民族衣装の撚糸製造業者が手掛ける産業資材の細幅織物 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 国見水族館 くにみクラゲ公民館の開館による癒し空間の創出事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 あわら市 牧田石材 ＮＣ制御加工機を導入し、新たなお墓ニーズを取り込んだ製品を提供する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大飯郡高浜町 フクムラ仮設株式会社 7210001014351 新技術！ブラスト洗浄による仮設資材のクリーニング＆メンテナンス事業への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 越前市 エムリアン合同会社 7210003000829 精神障害者の受け皿となるグループホーム事業への進出 鈴木　康一郎

近畿 福井県 越前市 有限会社市川鉄工 3210002011483 鉄工所がアイアン家具・雑貨の製作に進出し、新設した店舗でウェブと体験を融合させたマーケティングを展開する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 八重巻酒店 老舗酒屋が地元駅前に三密を避けた立ち飲み日本酒バー併設店舗を新設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 勝山市 株式会社鷲田商会 5210002009914 小規模農家へのドローンを使った農薬・除草剤散布請負事業の推進 勝山商工会議所

近畿 福井県 南条郡南越前町 エバーゴールド株式会社 1210001012253 コロナ禍下、ウイズコロナで需要が増加する医療・介護用ユニフォーム等の裁断事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 有限会社ア・ノーティー・ボウイ 8210002011231 地域発！女性の自由な働き方を応援するフレキシブルスペース運営事業の展開 敦賀信用金庫

近畿 福井県 福井市 株式会社ウララコミュニケーションズ 2210001000364 求人総合サイトの設立と人材派遣・人材紹介事業への進出 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 増田紙器工業株式会社 7210001011976 業界最大クラスの設備導入による高品質・高耐久の葬儀商品の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 合同会社岩崎企画 7210003001240 ホテル立地を活かしたコインランドリー事業の開業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 大宝工芸株式会社 5210001015780 高付加価値木製家具の低価格化へ向けての自動化・標準化の推進 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 勝山市 山一食品株式会社 9210001010043 年間観光客１２０万人を超える道の駅恐竜渓谷かつやまに豆乳を主役とする飲食店事業の開業 株式会社ジエック経営コンサルタント

近畿 福井県 大飯郡おおい町 株式会社ジェット 1210001014209 廃業予定旅館業のＭ＆Ａによる地域観光資源連携・ワーケーション特化宿泊事業の展開 小浜信用金庫

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社みつぐはうす工房 8210001013550 重伝建・今庄宿にたたずむ一棟貸しスタイル高級宿泊サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 越前蕎麦ｄｉｎｉｎｇ櫻庭　～ＳＡＫＵＲＡＢＡ～ 福井県在来種を軸に、福井の豊かな食文化を発信する事業への転換 吉村　征浩

近畿 福井県 福井市 株式会社ＯＸＸＳ 3210001016830 地下店舗から地上店舗へ。福井県直仕入の食材を活かした韓国料理への新分野展開 昭和信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 有限会社北陸ベンディング 8210002013384 スマートグラスの進化に寄与する、試作品の一貫生産体制構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社松本自動車工業 5210002008833 自動車修理の高度化により、地域初のエーミング・適正車検センターを開業、路上安全を確保しコロナからのＶ字回復をはかる 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 広撚繊維工業株式会社 6210001003009 「高強度・高耐久性」生地量産体制のための光学式自動ドローイングシステム導入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社北善商店 8210003000613 地元観光客向けに酒粕を活用した「酒粕麴味噌」「甘酒」の開発 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社ハヤカワ 7210001002736 地域のクリーニング業者を救うレンタル事業による業界再構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社昆布屋孫兵衛 7210001001291 和菓子専門店から地元食材を活用した和洋菓子店への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大飯郡おおい町 株式会社カネイチ商店 3210001014314 「古民家オーベルジュ」新規開店による飲食・宿泊事業への展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 和新 マルチシステム端末を導入した非接触型コインランドリー店の開設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 鯖江市 山壁産業株式会社 5210001013347 トレーディングカード用アクリルディスプレイ商品の即納体制構築によるトップシェア獲得 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社松浦機械製作所 4210001003869 中小・小規模企業の為のエントリーモデルＩｏＴ活用５軸複合加工機の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 福井県 勝山市 株式会社ニットク 3210001009990 高い寸法精度を持つ高密度フィルターの一貫提供体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 福井中央魚市株式会社 2210001003672 全国初のＤＸ対応・完全陸上生産システム設備導入による「ふくいサーモン」通年提供体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 スキット株式会社 9210001001901 ネット印刷、製本等の技術を活かした小ロットパッケージのネット印刷事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社三丹本店 3210001009438 観光客をターゲットとした北陸新幹線「芦原温泉駅」への地域アンテナショップ新業態の出店 株式会社北國銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社つるや 1210001014679 時代の先を見据えた自動車販売及び整備事業強化による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 勝山市 松文産業株式会社 5210001010113 新規に開発した炭素繊維織物の製造および販売を行う事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 有限会社御園飯店 7210002013435 飲食店の人手不足と顧客満足向上に貢献、業務用カスタム餃子事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社丸仁 8210001003948 オンリーワン技術×店舗併設体験型工場活用による、オリジナル商品製造販売 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社出雲記念館 1210001008961 非接触型セルフエステによる結婚式場の新分野展開 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 坂井市 島田整骨院グループ株式会社 7210001009632 ＩＯＴを活用した緊急宿泊用シェアハウスの設立事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社Ｒ．ｓｔｙｌｅ 9210001016081 ２４時間対応型スマートインドアゴルフ練習システムの構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 北陸東工シャッター株式会社 2210001002212 シャッター製造から建築金物塗装への新規参入による新分野展開 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ベースワン 8160001009372 今まで製造出来なかった金属グッズを製造し新たな需要に対応する事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 やきとり大吉石山寺店・矢倉店 やきとり屋の挑戦～Ｂ級グルメから割烹へ～ 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社麻絲商会 3160001010236 低迷するアパレル業界を新たな板金特殊加工で乗り越える事業計画 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社まる亀こうし牧場 5160001017238 既存事業で排泄された牛糞を堆肥として製品加工・販売に取り組む６次産業化事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 コミューン シャツ製品から、オンライン販売に適したニット小物製品への新分野展開 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 ＬＩＦＥＬＩＮＥＳＰＲＯＤＵＣＴ イベント開催リソースを活かしキッチンカーによるテイクアウトへの挑戦 滋賀中央信用金庫
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近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 2160001017447 放課後等デイサービスウィズ・ユー大津別保 株式会社ライトアップ

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社クールエンターテイメント 6160001022204 美容院が提供するトータルビューティーケア戦略の本格エステ事業 米倉　徹

近畿 滋賀県 長浜市 御馳創家 居酒屋から、完全個室ディナーレストランとセントラルキッチン化へ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社坪清 5160001010845 地域資源を活用した自然体験型アウトドア事業への挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 串カツジュラク 韓国料理の技術を活かし、居酒屋からテイクアウト唐揚げ店へ転換 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社デザインＫ 2160001021597 競争相手の少ない高付加価値なテーブル用天然木一枚板の販売事業 丸井　裕司

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社イマジニア 7160001007419 空きスペースを利用したゴルフシュミレーター施設の時間貸し事業 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社奥田ファーム 3160001011564 滋賀県産の規格外野菜・果樹を活用したジュース加工・販売への挑戦 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 大津市 割烹　昇力 割烹料理店の「ひろうす」のオンライン販売開始による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 犬上郡多賀町 株式会社莚寿堂 2160001008099 多賀大社名物「糸切餅」の冷凍商品化による全国販売展開への挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 有限会社かたおか 4160002000482 洗濯代行サービスの開始による、総合衣類サービス業への転換 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 パーツ・デポ 林野庁が解禁したドローンによる森林資源調査サービスへ業態転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 ジヤクコーセンイ株式会社 9160001011930 ウエディングドレスの製造販売からＩＴを活用した省人化と満足度ＵＰの宿泊業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ツーアウト 人工芝を活用した新商品の開発による福祉施設への業種転換事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 よばれやんせ。 弁当販売から食と地域を楽しむ・知る・学ぶレストランへ業種転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ラーメン桃李路 企業の「食」を解決するケータリング型社食サービス事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 モリテック株式会社 7160002014694 土木建築業から一人飲みのニーズに応える居酒屋事業への業種転換事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 エールコーポレーション株式会社 1160001012969 建設コンサルタント業による新たな販路開拓 草津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＳＣＢ 8160001015040 結婚後の新居の提案及び不動産仲介・関連商品販売事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社坂海工業所 5160001000796 デジタルの活用で建設業界を変えろ！職人目線で開発する「３Ｄ　モデル　Ｖｉｅｗｅｒ」の開発プロジェクト！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 アトリエ　アール　ヌーボー 旧車のレストアとキャンピングカー・４ＷＤ車の改造修理事業への参入 京都信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社リノア 6160001017006 バイヤーとサプライヤーをオンライン上でつなげるＢｔｏＢのマッチングサービス ライオン橋税理士法人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ユーストン 1160001003431 映像コンテンツ制作スタジオの設立により、地域情報発信・受信拠点となり、地元の活性化を図る 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ｍ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 6130001054489 祇園女将が提供する健康総菜～キッチンカーで季節のおばんざい～ 大原　千波

近畿 滋賀県 大津市 Ｋワンテック株式会社 6160001021123 高品質・低接触型ペット販売業の新展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社チェキポン 2160001001194 低価格の手数料と広域配達の地域密着型フードデリバリーサービス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社ＷＩＺＡＲＴＳ 2160001009683 ウィズコロナ時代を見据えた、新たなダンスレッスン事業への挑戦 大阪シティ信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社ＥＵＲＥＫＡ 1180001134885 屋外ドローンサービスへの業態転換による空撮・防災・点検・測量ニーズ対応 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮペット 6160001020629 一定期間飼育できるペットのサブスクリプションモデルの構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＨＯＲＳＥ　ＪＡＰＡＮ 9180001108758 全く濡れない水上サイクリングレンタル 守山商工会議所

近畿 滋賀県 湖南市 武田オートサービス株式会社 7160001004804 先端技術を搭載したプリンターによる、トラックへのデザイン施工事業 税理士法人あおば

近畿 滋賀県 草津市 有限会社橋本鉄工所 9160002012325 高精度検査体制の構築による半導体製造装置等、超精密加工分野への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 谷口興業株式会社 7160001005455 耐用年数を経過しつつある中高層ビル解体新事業への新分野展開 田畑　一佳

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社竹六商店 2160001010039 創業１００年以上の竹の内装材加工業者の、木材内装材新製品開発へのチャレンジ！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社森三商会 1160002010889 滋賀県が誇るブランド牛・近江牛の魅力を再発信するため、食肉小売業へ進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社エッチ・エヌ・オー 1160001010650 琵琶湖畔で愛犬と泊まれるグランピング施設の開設 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 滋賀県 守山市 湖都建設株式会社 2160001003744 密にならないアクティビティ「インドアゴルフ場」の営業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 シガ電子株式会社 5160001006694 脱炭素社会に貢献する自動車搭載用新型電池生産設備ユニットの製造体制の構築 株式会社エフアンドエム

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ハイテム 6160001010778 滋賀県蒲生郡竜王町初のボルダリングジム開業計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社セブンワンツリーズ 8160001016105 滋賀県初出店！再構築は「ゴーゴーカレー」でＧＯ！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社昭英工業 8160002010189 環境に配慮した脱炭素修理工場の新設による建設重機修理事業への新分野展開 広崎　智彦

近畿 滋賀県 大津市 華韓倭西　安寿 飲食業から総菜の製造販売に業種転換する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社湖太郎 9160001020188 彦根市等の課題を解決する強みを活かしたグランピング施設事業 佐野　良太

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社アオイ 6160001005745 自動車部品製造で培った技術を武器に農機業界への挑戦 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 びわ製作所 産業機器部品で培った精密鈑金加工技術を活用した微細鈑金分野への参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社栄工業 7160002013928 社内一貫生産ラインを新設し半導体製造用真空装置の生産に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社昭和バルブ製作所 3160001008370 自動制御バルブの製造販売 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 長浜市 吉川　正雄 お年寄り／子育て世代特化型整体・エステサロン事業への進出 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社清水石材店 1160001021078 社会環境の変化に対応した最先端室内墓の開発による事業再構築 税理士法人ランドマーク

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 有限会社宮川石油 1160002008636 セルフスタンドとのシナジー効果を活用した２４時間無休営業のフィットネスクラブ開業 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社滋賀エンジニアリング 5160002007270 工場建設と設備導入による大型乾燥炉製造及び既存事業の社内実施体制の構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 倉英工業株式会社 8160001005306 コロナ禍での収益減少をカバーする新規樹脂加工事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社エフピー２１ 1160001003778 製剤のような固形物の両面印刷を簡単にする表裏反転機構の発明 川村　啓輔

近畿 滋賀県 米原市 株式会社マツムラ化工 2160001007043 高付加価値の新規再生材料に新分野展開し、ポリ塩化ビニルに特化した総合リサイクル業に挑戦 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 長浜市 ムーンフードジャパン 地産原料を使う食物アレルギー対応ＯＥＭ商品製造ライン立ち上げ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社栗東オートセンター 2160001013611 女性から見たソロ・家族での車中泊・キャンピングカーの提案型販売～ウイズコロナ、そして電気自動車時代に向けて～ 三原　康郎

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 サイクルショップひろせ 車椅子販売、修理、点検、消毒事業の開始による販路開拓 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 山田運送株式会社 5160001002009 産業廃棄物収集運搬事業（積替え保管あり）で物流のグランドサイクルを構築する 株式会社滋賀銀行
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近畿 滋賀県 彦根市 大喜鉄工株式会社 7160001008425 廃棄木材を有効利用するための薪材の製造と販売、住空間提案事業 内海　靖

近畿 滋賀県 大津市 株式会社佐倉燃料 9160001000842 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ！パラソルヒーターレンタルサービス事業への展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社信楽陶苑 6160001005539 信楽焼で調理した芋商品販売と、その調理体験ができる飲食サービス 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社菱三陶園 2160001005583 再生陶食器の製造、販売システムの構築による循環型社会の実現！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 平松金属工業株式会社 5160001013096 複合加工機の導入による食品加工分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社満田 6160001010522 残塗料のエコ処分プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 株式会社メリーデイズ 5160001007833 「オリジナルスイーツのブランディング・直外販事業」 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 長浜市 長和産業株式会社 9160001006823 防火扉開発とその適切な生産管理体制を確立し、売上と生産性向上を図る。 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 東近江市 大橋珍味堂株式会社 1160001009809 ご当地スイーツの提案と加盟店支援で全国観光地の活性化に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ティーアールシー 1160001009131 不採算スペースの活用　ホテルで２４時間いつでもシュミレーションゴルフを提供する。 南井　哲

近畿 滋賀県 大津市 有限会社乾工作所 8160002000149 小型金属部品製造における対応可能な仕様の拡大による新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社イレブンギターズ 4160001022981 防音設備の整ったコンテナハウスの開発及び販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 栗東市 義岡テクニカル株式会社 4160001013709 最新レーザー加工機導入による超精密製缶加工への業態転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ナカザワ 9160001004991 店舗のサロン化とデジタル技術の活用による新事業のための販売体制の再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 有限会社三瀧商店 7160002006114 Ｅコマースやクロスメディアを融合させたコミュニティＦＭ事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 大安工業株式会社 5160001010028 アフターコロナに対応した鉄道車両用長尺、軽量化部品の製造による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 高島市 フラワー八重 ドライフラワーとスワッグの製造販売・ワークショップの実施による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 草津市 ラグスタ株式会社 5160001014169 京都における運動×観光の新アプリ開発 ＩＭＣ税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 滋賀丸石自転車販売株式会社 7160001005133 甲賀の間伐材から忍者アロマを製造。得意のＥＣ販売で国内・海外へ 永野　隆幸

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社ＯＢＭ 3160001018881 成長分野の特殊大型部品の加工技術開発と量産体制確立による事業再構築実現 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 有限会社鳥中 4160002011414 食品加工への新分野展開と業種転換を図り、持続的成長を目指す！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 公文式　愛知川東教室 多方面から地域に貢献できる、みんなが集える新しいコミュニティの創出 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 家吉 建築デザインと地域の魅力を活かしたインテリアファームランド構築事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社吉田商業 8160001013226 自動車整備の内製化でワンストップ成形事業の展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 中野興産 コロナ禍で生き残りをかけた、地域活性化の『拠点』として地元特産品直売所を開設 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 協和技研有限会社 8160002007912 半導体製造装置に組み込まれる溶射皮膜部品の加工への挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 有限会社エコタウン 3160002011679 増加する空き家対策、お家終いのお手伝いとリサイクル事業 税理士法人小畑会計事務所

近畿 滋賀県 湖南市 北斗テクノ株式会社 5160001005036 自動車及び建機の電動化に対応するサプライヤーへの変革 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社メタルフィットルーツ石山 8160001001957 脱・現地主義！プラント配管工事の常識を変える「セントラル方式」への挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＨＯＮＫＩ 5160001014887 求職者の持つ取り柄と企業の求める取り柄のマッチングサービス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社シーボーン・ジャパン 4160001000946 個人消費者向けＢｔｏＣ事業展開、及び新市場参入計画（冷凍食品製造業の認定取得） 株式会社佐賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 舟倉 飲食店から完全個室型漁師旅館への事業転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 ドリームフーズ株式会社 5160001009094 当社オリジナル商品「炙り肉そば」を活用したイートイン・テイクアウト・デリバリー事業及びＦＣ本部構築に関する事業再構築計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社Ｎｅｘｔ．Ｋ 9160001017606 利用者ニーズに応えるプラスアルファのサービス付き最新ＩｏＴランドリー事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社ＲｕＳｋ 5160001018517 梱包資材販売の経験を活かし、新たに顧客の配送加工業務を請負う業態転換への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社片岡保温工業所 3160001013313 省エネ、環境に配慮した新素材を活用した熱絶縁工事の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社開伸 3160001007513 医療業界向けＶパック開発と一貫生産体制構築による流通モデル革新
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティン

グ

近畿 滋賀県 湖南市 日本シーエムアイ株式会社 2160001005658 半導体製造装置向け樹脂加工部品における新たな加工手法への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市右京区 京和ドライ株式会社 8130001000607 高級洋服クリーニングおよび保管サービスへの新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社潤建 9130001052936 溶接技術を活用した大型建築現場向け台車事業による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 お好み鉄板焼　ふじおか 既存事業（飲食）の強みを活かしたテイクアウト専門店への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｌａｂ 5130001053839 複合型施設による地域コミュニティの構築 米田　茂

近畿 京都府 久世郡久御山町 オクノテ 地産地消にこだわった手作り弁当と手作り惣菜の店　ニューオープン 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 有限会社芳賀製作所 4130002033717 既存事業のノウハウを生かしたレジン商品の製造販売 中川　正茂

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社健幸プラス 7130001052574 美味しさと健康管理を満たす「減塩冷凍弁当」の自動販売機販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ワークス京都 5130001040267 高齢社員、女性社員の新たな活躍！～ペット葬儀業への新分野進出計画～ 三浦　優

近畿 京都府 京都市南区 コーヨーテクノス株式会社 2130001059236 医療用機械の部品製造への取り組み 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ルーツゴルフ 8130001025273 密にならないアクティビティ「インドアゴルフ場」の営業計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 小金 冷凍食品化による新たな市場進出と効率的ビジネス展開事業計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 ソルマーニ株式会社 7120001199053 設備購入等によるファブレスよりメーカーへの事業転換 久保　憲司

近畿 京都府 京都市北区 合同会社ドーゴ 9130003005941 登記情報シェアサービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社デジタルメディック 6130001031307 個人向け筋力トレーニング計測器具及びアプリの開発・販売計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 石窯キッチン薪火 飛沫感染症流行下においても持続可能な飲食店スタイルの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 石本事務所 コロナ対策を念頭に、発想転換可能な機器で取り組む 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 ＪＯＹ　ＤＡＮＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ スタジオを建設しレンタルスタジオ事業等を開始する事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タナベ 9130001003344 ハイブリッド触媒による抗菌・抗ウイルスサービスの事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社西村タイル 3130002011302 シナジー効果を利用したオンラインによる工事プランの提案 井上　建太郎
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近畿 京都府 京都市上京区 山代印刷株式会社 4130001004025 企画・校正に強みを持つ印刷会社が取り組む、ニッチな専門書籍の出版・ＥＣ販売事業 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 京都アスリートクラブ パーソナルトレーニングジムがプロデュースする脱毛サロンの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社なべしま 6130002023237 アフターコロナ下におけるフォトスタジオ運営事業 高橋　宏至

近畿 京都府 京都市中京区 室工房 ライフスタイル全般を提供する新ブランド「小室庵」立上げによる新規顧客開拓策 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ホーラク 3130001024305 自然の味を活かした日持ちする京のチルドおばんざいの開発・販売 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 有機企業ＧＥＫＡ 地域の農業を守るミニライスセンターの設置 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アホウプロジェクト 3130001058872 「鶏肉」×「フィットネス」によるコロナに負けない体づくりのトータルサポート事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 有限会社新進堂印刷所 4130002026472 世界遺産地域の観光・飲食業復活に向けデリバリー需要を取り込んだ新規事業プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 向日市 鉄板とお酒　久蔵 運営するカフェの強みを活かした、無人カフェ併設型のコインランドリー事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 さがの食堂 地域の食卓からイノベーション、ちょこっとおかず配達事業計画 南　喜隆

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ウィンウィンアソシエ 9130001031097 嵯峨嵐山から世界へ！京の伝統を伝えるお土産クッキーの創出展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社コラボ 5130001042627 遊休資産・待ち時間を活用したショート整体及びセルフ式エステサービスの新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社西川貞三郎商店 2130001009538 高級清水焼卸売業が新ブランド自社商品開発により業務用市場進出 藤村　正弘

近畿 京都府 長岡京市 メガネの平安 眼鏡の店舗販売から訪問販売への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都医療コンシェルジュ 7130001062978 新たな影響力を創造するデジタルエンターテインメント事業の開発 税理士法人アドヴァンス

近畿 京都府 京都市北区 株式会社あおぞら印刷 3130001004991 西日本初の切り絵御朱印製造販売による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社川喜商店 8130001020340 旅館ホテルの新たなシフト管理ソフトで働き方改革を推進する 板山　翔

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社増田徳兵衛商店 4130001015674 「日本酒の定期便」の提供による販路拡大・新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市北区 タコスタジオ アウトドアアクティビティを通して体験型レクレーションの提供と地域の活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ダイナミックツール株式会社 6130001037114 スピンドルと５軸加工機用２軸ヘッド専用の修理・メンテナンス体制の確立 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 てくのハウス株式会社 6130001033088 地域密着電器屋の強みを活かしたクリーニング事業への新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社大八木造園土木 8130002008517 ボディメイク＆脱毛サロン施設の構築による健康美容市場への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 合同会社ひろきのこ 2130003004834 安心安全な京都産キノコのＥＣによる販路拡大事業 坪井　亮

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社樂次 5130001017249 和装アパレルや和雑貨の小売業へ事業再構築 奥田　謙一

近畿 京都府 京都市東山区 総本家ゆどうふ奥丹清水 既存事業で培った豆腐製造の技・ノウハウを活かした豆乳、おからを使用した洋食系料理の専門店「ソイ・カフェ」事業による新分野 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ｅｍｕｅ 2130001046390 学生から社会人が気軽に脱毛施術が受けられる男性向け脱毛サロンの開設。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ＲＥＳＴＹ 5130001054845 ＦＰＶドローンに特化した講習運営に業態転換し事業を再構築する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 ちよかわ接骨院 地域初！接骨院を併設したフィットネスジム開設による地域の健康増進への貢献 原田　貴史

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＴＡＫＡＹＡＳＵ 4130001048006 京都の伝統工芸技術・素材を活かした新しい注文住宅事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社凛 8130001059197 日本工芸品に特化した、ライブコマースを柱とする越境ＥＣ事業の拡張 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社グラックス 7130001060858 害虫駆除に特化した報告書作成及び顧客管理アプリケーションの開発及び販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社キーアシスト 1130001047687 放置新筍（幼竹）および放置竹を有効活用した“グリーン製品”の開発とその販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社アーボプラス 9130001063974 森林情報化による森林整備推進事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｇｌｉｄｇｅ 1130001063973 手作り・日替わりの高品質弁当を提供するテイクアウト専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 カントリーハウス株式会社 5130001038963 人気ゲームを題材とした児童向けプログラミング教室運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 有限会社フレンドヒル 4130002024939 犬の健康維持を目的とした犬のフィットネススタジオ開設への挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社美濃吉食品 1130001022822 冷凍個食事業の立ち上げ、及び高級スーパー業界への新規販路拡大 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社スターナビゲーション・アソシエイツ 6130001037667 コロナ禍のニーズを狙え！３事業展開による高収益セントラルキッチン 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市伏見区 フジオカ日本画サロン 失われつつある日本画の伝統技法を継承する、日本画絵具の製造 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 プランドゥラペ 花街から住まいの街へ　夜のスイーツバーから家族向けの洋菓子店へ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 板五製材有限会社 9130002006651 一般消費者向け製品の製造、販売と京都府産材を使用した集成材の製造 京都商工会議所

近畿 京都府 京丹後市 株式会社吉岡商店 2130001042836 ＩＣＴ建機を活用し既往事業と連動させた新分野進出による事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ビー・エッチ・シー 6130001023601 新たにＥＣサイトを構築し、新規顧客開拓と業務の効率化を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 合同会社ライフコミュニケーション 2130003004330 オフィス機器の卸売事業から無添加スムージーの飲食サービスへの業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社オートルモンルジャポン 9011101060576 葛川地域の間伐材で作るアロマオイルの販売及び体験施設の新設 伊藤　悟

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＷＡｌｉｖｅ 3130001067502 伝統工芸を再び私たちの暮らしの中に 京都府商工会連合会

近畿 京都府 城陽市 株式会社明生 6130001070107 焼肉店が営業する女性向けヘアカラー専門店の開業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社花かがみ 5130002018205 歴史的建物による宿泊サービスと日本文化を学ぶサービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社Ｌｕｘｔｚ 4130001067443 美容室＋エステでトータル美容提供により新規顧客層を獲得！ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 第一物産株式会社 2130001043479 新しいコンセプトのシェアスペースビジネス（シェアリングエコノミー）事例をモデル化し、空きビル活用プランとして販売する 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＷＯＲＫＳ．株式会社 2340001018113 ”近江八幡初”地元材料にこだわった完全個室サウナ経営による新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 鈴木舞台 本格的オンライン配信施設を作りコロナに苦しむ音楽業界を再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ひらの整骨治療院 「ウィズコロナ」を前提とした店舗移転と非接触健康増進機器の導入 伊村　睦男

近畿 京都府 長岡京市 株式会社秀朋塾 7130001044266 オンライン家庭教師・オンラインコンテンツ作成指導サービスへの新分野展開 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 長岡京市 株式会社シャーロン 7130001030134 焼き菓子・パンのオンライン販売及びサンドイッチの窓口販売 野﨑　智仁

近畿 京都府 京都市南区 西田染工株式会社 5130001011383 和装、洋装を融合したオーダーメイドファブリック製造販売による新顧客獲得 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 焼肉香来園 最新の氷感技術を用いた高品質熟成肉，魚介料理の提供 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社オールライフスタイルズ 4130001051034 テイクアウトも可能な飲食サービス展開による事業転換でアフターコロナ・ウィズコロナを見据えた売り上げ拡大を図る 株式会社Ｂ－シュハリ
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近畿 京都府 京都市下京区 大野株式会社 3130001016748 「ホテルクオリティの寝心地をご自宅でも」ＥＣ販売事業へ進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 有限会社ＨＡＢＳ 2130002029493 地域と共に。既存事業のネットワークを活用したアットホームな花屋 京都北都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ハルニレカフェ コーヒー豆をその場でオーダー焙煎して販売することによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ハッピードッグスクール しつけ教室の強みを活かしたペット関連新事業展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＭＡＰＰＹ　ＬＡＢＯ 1130001046747 自動販売機活用型、ポストコロナ社会に適応したシェフ直送自動レストラン事業の開始。 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 和食屋げん月 冷凍つけ麵自動販売機設置計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社錦・大安 2130001046085 老舗牡蠣専門店が行う、テイクアウト・デリバリー事業 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市中京区 近新株式会社 3130001020551 廃棄予定アラを再利用した飲食店展開 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社８８ 3130001055762 飲食店の味を家庭で楽しめる中食分野進出のための真空パック包装機導入＆専用工場設立 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社クラフト旅 9011003007808 地域資源と古民家を活用したコミュニティカフェ事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 京都府 京都市左京区 井ノ口畳店 茶室兼和室体験スペースの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ザックアップ株式会社 5130001006466 ＯＮＥ　ＰＥＯＰＬＥ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　野外フェスティバル事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社富屋 4130001021838 酒類卸業で培ったノウハウを活かす、観光地での飲食物販事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 京都のチーズ屋さん　プチシャレ 歴史ある古都京都で飛鳥時代から続くチーズの伝統を熟成する。 株式会社くろしお保育園

近畿 京都府 向日市 合同会社ＡＣＴ 8130003006073 廃棄品に息吹を！オシャレなリサイクルカフェ戦略 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社グローバルリンクス 1130001056845 動画を活用したｅラーニングによる自己実現セミナープログラム 市ノ澤　翔

近畿 京都府 宇治市 ｃｏｃｏｎｉ 宴会業務の縮小にともなう、貸切音楽スタジオとデザイン業務の開始 小森　健史

近畿 京都府 京都市右京区 ホップシード バー営業経験を活用したキッチンカーによるテイクアウト事業への新分野展開 小田圭介

近畿 京都府 久世郡久御山町市 株式会社トランスポートセカンド 1130001058791 運送会社プロデュース地元名産品を活用した観光客向けカフェ事業 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 京都フラワーツーリズム合同会社 9130003003004 「舞妓さんトレカ」で舞妓ファンの裾野を拡大し持続的に花街文化に貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 入ル 京都吉田を元気にする！！地域交流の場となるイベントスペース付きカフェ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市左京区 ＭＯＲＩＴＡ 骨董と伝統工芸の融合、京町家からギャラリーへ～商材商流の新構築 白石　信三

近畿 京都府 与謝郡伊根町 合同会社ＧＵＲＩ 8130003006932 伊根町の伝統的建造物群等の空き家を守り・直し・繋ぐ　家守事業への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ワールドコーヒー 1130001007641 カフェインレスに特化したパーソナライズコーヒーのサブスク定期配送サービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＰＲＩＭＥ　ＶＩＳＩＯＮ 1120101057109 障害を持つ方の就労移行支援をサポートする福祉サービス 久保井　篤史

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社マイルストーン 6130001052798 ナイトクラブからアートと食の融合スペース、カフェ事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ａｃｅｓ 2130001057090 ビルメンテナンス業が手掛ける学生専門の絵画レンタル事業 税理士法人優和

近畿 京都府 舞鶴市 寒山拾得 ジビエとオーガニックな「どぶろく」や「麹」のコラボによる事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社カードックオクムラ 5130001034871 車販売事業を縮小し営業利益を安定させる短時間車検への業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社モトキ 1130001043752 個人の趣味などを１冊の本にまとめる「趣味の記録本」編集・印刷サービス 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社コダマ製作所 2130001020775 サイネージ・ウェブ・チラシを有機的に繋げた新しい地域企業応援事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社鎌田商会 5130001016886 用途特化型粉末洗剤の開発、及び製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ファブリカ 5130001049424 高級輸入カーテン生地の強みを活かすオリジナルバッグの開発 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社燦設計室 3130002000775 建築に寄り添い、人と繋がるギャラリーカフェ事業への新規事業参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社ヘアーサロンスワロー 5130002012760 大学生の男女がターゲットの脱毛サービスと介護脱毛サービスに挑戦 山口育男

近畿 京都府 宇治市 ミヤコパンダ 地元商店と協調した冷凍自販機で小倉駅から地域活性化を図る 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 土山印刷株式会社 4130001011186 印刷会社の建築用内壁材事業への挑戦でコロナ脱却を狙う 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 京都府 京都市伏見区 西村貿易株式会社 4130001015311 クラシックインテリア市場におけるＢｔｏＣ拡大のための事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 豊仙窯 自身の強みを活かした新時代のラーメン食堂への業種転換事業 前川　健司

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社らしく 6130001060421 ペットのヘルスケアを真剣に考えた新しいフードの製造販売 石黒　健太

近畿 京都府 京都市左京区 二葉設計一級建築士事務所 設計と一体的なものづくり企業への転換による、住宅品質アップと製造コストの合理化 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 Ｍ＆Ｒ宝の箱合同会社 5130003004699 訪問介護事業所による障害者就労支援事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アルファヴィル 7130001000087 京町家一棟貸しに関する新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社やまちや 4130001031515 目指せＣＯ２排出削減！サステナブルアイテムを京都の中心地から発信。エシカルを促進します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社叶夢 5130003004484 京丹後間人・料理人のいるプライベートヴィラ（貸別荘）創業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社 5030001093085 京都府美山町初となる本格的ドッグラン付きカフェの運営による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社まつもと米穀 6130001043938 こだわり米使用のおにぎり店出店により新たな事業の柱を構築する計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 久保林業 伐採事業者向け業務効率化ＡＳＰサービス事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ひご久 3130001058550 世界で戦ってきたプロのダンサーによるレッスンとリモートに対応したブレイクダンススタジオ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社東山八ツ橋本舗 1130001026212 和洋菓子店舗を開店しコロナ禍で厳しい生八ツ橋業界の革新を図る 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社田中製作所 4130001011137 医療器用ドライブシャフトの開発による新規市場開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 モンテステリース有限会社 5130002022628 複数の販路を持つヌン活カフェ ＭＧＳ税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 合同会社鉄八 3130003005344 鶏の唐揚げをメインとして総菜などのテイクアウト事業と完全予約制個室居酒屋の事業化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社小山製作所 5130001000782 二機同時導入による素材にとらわれない印刷・彫刻事業への新分野開拓事業 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京旬屋 3130001044402 豊富なラインナップで毎日でも食べたい揚げたてからあげのＦＣ店 加来　昇

近畿 京都府 京都市山科区 小皿中国料理よかっと よかっと醤（食べるラー油）を用いたテイクアウト専門店とネット販売による飲食店経営の持続化戦略 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 向日市 株式会社Ｒｕｍｅｎ 3130001058765 シニア動物向けの訪問診療を主軸にしたウェルビーイング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 釜めし割烹あげ半 「街中」から「地元」へ「待ち」から「攻め」へ高齢者向け宅配・テイクアウトの新分野進出事業 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＮＡＲＵＩ 5130001060091 地域型情報共有アプリ“ＮＡＲＵＩ　ＴＯＷＮ”開発 北澤　達夫

近畿 京都府 京都市右京区 天天有長岡京店 ラーメン店から生産性の高い酵素風呂・よもぎ蒸し事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ライフスタイル＆ケア 1130001049262 バレエ・ヨガでいつまでも「美しく」「健康」に過ごす暮らし 株式会社ブレインリンク

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社エフイチヨン 2120901002700 スチール商業写真からネット時代に対応したデジタル映像作成事業 伊村　睦男

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社デイトラ土木 7130001053382 自然の恵みを食卓に！鮮魚さばき事業 税理士法人　えびす会計

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社京のきもの綾錦 2130001000579 ファッションに拘りの強い若者向けにネットを介したオーダーメイドの京呉服販売への挑戦 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＫＹＯＦＩＥＬＤ 4130001064085 「から揚げ」弁当を中心としたテイクアウト専門店への変更 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市伏見区 フラミンゴフーズ株式会社 1130001060327 シニア層向け加工惣菜販売・配達事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 ＷＥＬＤ　ＯＮＥ 焙煎した豆にこだわりのチョコレートファクトリーカフェ運営事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 ウィルアップ シニア向け少人数制ゴルフジムの開設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 上久保　佐織 テイクアウト・デリバリーを主体とした中食ビジネスへの業種転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ａｒｒｏｗｓ 6130001048458 インターネット通販による洋品雑貨販売業者による自動二輪整備工場 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 有限会社岩本製作所 6130002030927 ＯＥＭ組立加工業から軟質樹脂成型の部品メーカーへ新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 大谷園茶舗 「伝統の宇治抹茶ソフトクリーム」×「京の寺社」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ａｒｇｈａ　ｃｏ． 9130001048471 新型コロナウイルスの様な有事にも対応できる強い飲食店舗の構築 松尾　貴文

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社益屋 9130001058925 日本酒専門店が創るオリジナルギフト商品の製造販売業への新展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社カズ 7130002013542 有名パンコンサルと大手食品業者との協動による次世代のパン（料理人×パン職人）の提供にてパン屋の課題解決を目指す 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社マツイ 4130002002936 クリーニング師が教える布団特化型コインランドリー併設のクリーニング店 富山　竜二

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社薫風舎 4130001057444 日本初！ヒトと犬が一緒に健康増進「統合型フィットネス」事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 魚屋さん一心太助 テイクアウト特化型店舗へのシフトと設備導入による新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社広瀬製作所 8130001022279 金型自動交換付き曲げ加工機導入による新分野への参入 松下　隆信

近畿 京都府 京都市南区 グローバリーテック株式会社 8130001010481 新デバイス分野の極薄ガラスを高品質切断するレーザー加工装置の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ワイズ 5130002015359 地域の問題解決に貢献するカフェ・イベントスペースを併設したコインランドリー事業 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 京都炭山朝倉木工 工芸家具から高級住宅設備への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 ナルックスプレシジョンガラス株式会社 1130001047175 通信機器市場進出に向けた角形マイクロレンズの製造体制整備 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社のじり葬儀店 2130001015362 ご遺族と参列者の負担を減らすウォークスルー焼香可能なホールの改装 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市右京区 京都宝製菓株式会社 4130001002342 コロナ禍で変わった菓子類への要求に応える高付加価値な西洋焼菓子 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 伊勢建築事務所株式会社 3130001060721 京都唯一のヴィラ施設の建設を行い販路拡大、地方創生にも繋げる 北條　達人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社木乃婦 3130001016979 ミシュラン星獲得京料亭の、総菜など物販加工品製造・販売へ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｂ 8130001048720 トラックなど「働く車」のワンストップ事業を展開し収益のＶ字回復 株式会社エフアンドエム

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京都金桝 4130001016185 ＳＤＧｓを意識した羽毛布団再生事業の開始と業界初のエコテックススタンダート１００認証の家庭向け羽毛布団の開発 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フォース 9130001025033 ＳＤＧｓに対応した環境に優しいフラフ燃料生成事業への新展開 田畑　一佳

近畿 京都府 亀岡市 株式会社エム・ケイ・シー 5130001035977 管・水道工事の技術力を活かした精米機併設型コインランンドリー業への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 リストランテナカモト 関西屈指の人気イタリアンレストランの、食品通販、テイクアウト商品開発へのチャレンジ 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ダイニング 4120001132520 国際競争力の高いクラフトビールの開発・ＤｔｏＣを含む販売事業 マジェステ株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タックフーズ 7130001011126 ”伝統の味”と”消費期限５倍”を両立。『特製半生麺』の開発で描く、日本全国どこでも天下一品計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＦＲＥＥＭＩＮＤ 4010701020192 英語検定試験ＪＥＴのＷＥＢ化による子ども英語教室Ｌｅｐｔｏｎの会員数拡大 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町野村 株式会社プロト 5130001034054 自動車のカーボンニュートラル化に即応し最新加工設備とＩＴ技術でＥＶ部品開発市場へ参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社優和紙工 3130001026458 個別印刷に対応したアパレル用偽造防止ラベル・タグの事業化 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 八幡市 株式会社大國製作所 1130001037985 レーザー切断加工事業と保管倉庫事業で売上拡大及び地域連携強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ 7130001010284 セラミックスや超硬金型等、難削材の加工を革新する特殊工具の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 八幡市 八幡金属株式会社 2130001045913 自動車用アルミ製プレス部品の製造・販売による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社孤高去来相身互い月華凛々 9130001066655 大衆店から京会席専門店へ　自社の強みを活かし変革 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社伊と忠 8130001016537 日本の伝統食を再定義し、京都発新ブランドとして国内に広く発信する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社報国堂 8130001041279 ～地域に新しいワークスタイルと『知』の集いの場を～ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 サンエムズ株式会社 6130001031678 オフロード派のユーザー目線で開発するアウトドアグッズの新プラン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社仁通 2130001048783 中国への庭石・灯籠及び、古美術品・骨董品の輸出貿易事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＩＭシステム 2130001029503 医療系サロンから、ＮＭＮスキンケア商品メーカーへ事業を大転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 株式会社不動産太郎 7130001049942 デザイン性が高く、より快適な障害者向けグループホームの創設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社宮工建 4130001035383 建設残土リサイクル事業の新規立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 木津川市 ミクロ精工 製造方法の転換による新製品開発を行いコロナ禍による機会を捉える 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 森榮コーポレーション株式会社 4130001047197 アレルギー対策や地域貢献に向けたオゾン水仕様コインランドリーの開設計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 ミッドランド株式会社 2130001027275 レセプタントノウハウを活用した女性活躍警備業務への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 森忠弁当 嚥下障害を抱える高齢者のための嚥下食弁当の製造・宅配事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社イトミック環境システム 5130001039284 先端的な金属加工設備の導入による金属加工業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 ヒロセ工業株式会社 9130001042796 自治体や観光分野の動きと連携した新たな販売チャネルの創出事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＢーＲＯＡＤ 3130001048989 ホームカラー需要を取り込み、地域雇用を促進する「非接触に配慮した」ヘアカラー専門店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社山田造園 4130001015955 脱炭素に向けた住宅デザイン緑化事業×生活様式の変化に対する引取・保管事業 税理士法人キーストーン
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近畿 京都府 木津川市 株式会社喜創 4130001064812 不動産業への転換、木津川市の空き家解消に向けた地域の貢献リノベーション事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 丸正産業株式会社 2130001059624 樹木リサイクル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社グローバル 6130001027767 和栗を使用した独自性の高い栗菓子商品開発・製造のためのセントラルキッチン運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社なかむら 7130001006976 コロナ禍での家庭食を守る！地域密着型スーパーの宅配サービス事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社とり松 4130001043171 老舗飲食店の強みを活かした食品製造・体験プラン提供による再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社余野ファーム物産 7130001046188 「地域創生・脱炭素」へ向けた余野の里山から届けるライフスタイル変革事業 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市下京区 丸全株式会社 2130001018885 ＢｔｏＣ販路開拓による製造卸からの脱却！日本の伝統文化を生かした新分野展開 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 有限会社東野機械製作所 2130002011369 航空機等輸送用部品製造からソフトクリーム機械部品製造への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アクセス都市設計 1120001130733 次世代建築の設計をＲｅｖｉｔ（３ＤＣＡＤソフト）やＶＲ，ＢＩＭを導入して業務の効率化をはかる 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京はやし 4130001034625 有名飲食店とのコラボ弁当小売店の多店舗展開へＤＸフル活用で挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 古都乃みのり株式会社 1020001135115 京都一健康と安心安全に拘るお惣菜・お弁当を提供する事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ミヤコテック株式会社 2130001011799 食品の鮮度保持性を有した食品緩衝材の製品化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社フレンズ 9130001043183 糸商が繊維の専門知識を活かしてコインランドリー事業に進出 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市中京区 ｍｕｉ　Ｌａｂ株式会社 4130001060852 先端的なデジタル技術を活用したデザイン性の高いスマートフォンアプリ開発事業 株式会社みずほ銀行

近畿 京都府 宇治市 旬彩バルイベリコ 歓楽街でのダイニングバーから、住宅エリアでのパン工房への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 オフィス・寛合同会社 8130003003310 芸術家向け貸しアトリエスペース事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社モリス 7130001025258 ジュエリー販売におけるミャンマーでの加工から国内加工へのシフトチェンジによる業態転換 神前知郁

近畿 京都府 京都市中京区 ＭＡＡＮＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9020001119738 宿泊型ワーケーション施設とＥＣ　の融合　～京都の伝統を世界に～ 白旗　淳

近畿 京都府 京都市右京区 焼肉ダイスケ 「高級和牛（赤身肉）＋秘伝のタレ」のＥＣサイト販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ごぶごぶ 3130001061967 モダン建築を擬人化した音声ガイドＷＥＢアプリケーションの提供 石黒　健太

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社三光エンジニアリング 9130001012741 地産地消を目指した、液肥減容プラントの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ダイト産業 2130001001321 電気エネルギーを無駄にしない「次世代変圧器用コア」製造による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 有限会社丸信 8130002032863 福知山初！　野球教室の開催と屋内練習場貸出しによる野球人口の増加および売上増加計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 Ｂｉｒｄ　ｆａｂ　ｓｔｕｄｉｏ株式会社 4130001069282 ＡＩ技術を使用し写真画像から生地検索可能なシステムの提供 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社津島鉄工所 6130001011184 高精度旋盤加工を用いた高速試作製品提供事業の開始 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社阪田製作所 9130001049222 新型マシニングセンタ、及びＣＡＤシステム導入によるＥＶ分野への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社イエローハウジング 7130001033764 最新のコインランドリーで地域の生活を豊かにし活性化させる事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 有職御人形司　伊東久重 日本の伝統産業、御所人形製作におけるＯＭＯビジネスモデルの構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社コウヤ 9130001000713 いつでも、どこでも、誰でも着れる、簡単５分きものレンタル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＡＱＵＡ 6130001050769 京都市山科区初のビジネスサポート付きシェアキッチン事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社レベルコア 1130001058461 特殊清掃を受注・即日対応、地域密着総合清掃事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ミロクリース 2130001029362 温泉宿からファスティング・オンラインヨガを加えた体験型宿泊施設へ 渡邊　肇

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社二条ホーム 8130001058364 京町家の専門大工が選んだこだわりの木材の製造 あおい税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社恵和 4130001024337 クリーンルーム×既存サービス等による新分野展開計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社新栄電器製作所 1130001010884 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルム及び独自製造装置の製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 Ｔ２エンターテインメント株式会社 9130001055641 京都府内の提携農家と連携した生鮮野菜、おばんざいの製造販売による地域需要に即した買い物弱者支援事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 聖煌株式会社 3130001062247 コロナ禍でも国際交流ができる低価格焼肉店の経営 花山　和士

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ひら山 4130001036134 食へのこだわりに地元食材で応える惣菜等の製造小売・卸売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 有限会社山一サービス 3130002028511 キャンピングカーレンタル事業による地域活性化計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社今與 8130001000227 オンライン商談を可能にする宝飾品販売プラットフォーム構築による業態転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 福知山市 日本海ウェイ株式会社 5130001041067 福知山市初！未来ある学生向け宿泊機能付きサービスアパートメント 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社住暮楽 8130001024580 工務店が地元の木でつくる家具・建具・遊具　～永久修理承ります～ 株式会社ダイワマネジメント

近畿 京都府 宇治市 株式会社田中創建 5130001034335 ＩＣＴ施工技術導入による最先端のデジタル建設会社への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｅサーモジェンテック 6130001050736 熱電発電による防爆仕様対応超小型（フィンレス）ＩｏＴ用自立電源の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社Ｔｅｔｓｕ 4130001052296 北大路商店街のまちおこしプロジェクト！コロナ禍の音楽事業で地域を活性化 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社はる家 8130001048555 コワーキング機能付宿泊施設「オフィス長屋」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社コサカ 7130001030068 業界の常識を打破し、新商品の医療食品で人々の健康に寄与する！ 藤井　明登

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社都建設 6130001015796 交通インフラ建設事業から防災対策建設事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 京都府 京都市南区 リヒト精光株式会社 9130001019274 ＥＶ市場、医療機器市場への新分野展開により売上回復を図る 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社加地織物 1130001047761 専用織機導入による伝統工芸西陣織ファッションアイテム事業での新分野展開 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 福知山市 ふくし事業協同組合 6130005009869 ～常温弁当から冷凍弁当へ～　ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ 中川　正茂

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＢｕｇＭｏ 8130001062127 こおろぎを活用した食品加工業者から、生産～販売まで一貫して行うスタートアップ企業に転換 神谷　浩

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社日本プリンタサプライ 4130001044756 オーダーメイドのオシャレで燃えにくい機能的なカーテン製造計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社サンセイ 5130001034087 当社のヘラ絞り加工技術に設備投資によるプレス絞り加工を融合した京都発アウトドア製品の開発 花山　和士

近畿 京都府 京都市南区 二九精密機械工業株式会社 6130001011366 ピコ秒レーザー等を用い、特殊材でも連続生産可能な高機能生検針事業への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ京都 3130001046753 任天堂創業の地でオールインクルーシブホテルを実現 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社エーゲル 6130001029029 薬草の森と大地のめぐみ、地域ぐるみでつくる、オール京丹後生まれのクラフトジン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ミナト 8130001018979 ３温度帯倉庫建設による「京都の食の流通プラットフォーム」構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行



8 / 33 

事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【近畿ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社ＷＡＩＲＡ　ＴＡＭＢＡ 3130001055052 ピューレ製造工程の自動化・生産キャパシティ増強による新商品開発・新販路開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ジヤンボデイスプレイ 5130001021093 ガソリンスタンド及び美容理容ＤＭ発送代行事業 西田　昌司

近畿 京都府 京都市上京区 フーデリコ株式会社 3010001135881 飲酒に替わる新市場を開拓する、有機高級ボトリングティー製造販売 税理士法人ＳＩＰ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＺＥＡＬ 5130001051628 京都に特化した人材紹介求人サイト構築で地域の雇用拡大を図る クロスコア税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 インド料理　ＭＡＡＹＡ インド料理店の空き時間を活用したヒンディー語・インド料理教室 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 Ｈｕｉｃｋ 美容室が手掛ける２４時間無人個室インドアゴルフ練習場 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社三木半旅館 5130001022736 １９０年の老舗旅館の可能性を広げる貸会議室事業への挑戦！！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 恵花 ナイトクラブからカフェ・ダイニングバーへの事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 スイーツ咲 祇園発、スイーツ路面店の新規出店とＥＣ販売、教室併営による地域活性化 北浜グローバル経営株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社山田松香木店 2130001004035 新型コロナに打ち勝て！薬種による健康食品販売で人々を健康に！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 エムケイ無線事業協同組合 2130005003108 ＡＩ音声自動認識による無人による自動配車システムの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社北原 6130001020400 老舗旅館の板場で作る京料理ＥＣ販売と京都初「クロッフル」テイクアウト店を展開 岩崎　弘之

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社山城 6130001022966 ヨガスタジオ等「多目的スペース」の運営で国産アパレル製造販売の復興を図る取組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社藤菜美 6130002021471 和菓子販売業における新製品の開発及び新工程による業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社日昌製作所 1130001042696 半導体検査装置向け大型高精度部品の製造と半導体市場への展開 窪津　正充

近畿 京都府 京都市北区 株式会社恵巧建設 4130001004693 コンテナハウス事業の新たな流通システム構築による新分野展開 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市左京区 セルフィッシュよしかわ こだわり鮮魚店が提供するテイクアウト魚料理と魚イベント事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社じき 8130001044538 ポストコロナ社会の新たな日本食文化への貢献！惣菜製造業と蕎麦業態への新たなる挑戦事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 柊家株式会社 6130001022215 有形文化遺産登録の老舗旅館によるワーケーション利用客の取込みと法人取引先の新規獲得 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社東山堂 3130001018174 「武道を科学する」「ＢＵＤＯ　ＳＴＵＤＩＯ」「自由視点販売」事業による事業再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＤＸＨＵＢ株式会社 2130001056175 通信代理業の強みを活かしたＤＸ領域の人材紹介事業への事業再構築						 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＬＯＦＴＹ 4130001065133 歴史の街京都を、働きやすい街に！夜間勤務者用の保育施設事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アルペック 4130001013785 医療ロボット部品等の高精度な金型製造を実現して医療機器分野へ参入する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社建登 6130001031273 鍼灸×接骨×フィットネスの融合で美と健康と癒しを提供する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 アートホーム株式会社 7130001037567 モルタル造形技術を応用したリフォーム工事 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社関谷染色 6130001003215 京友禅の有形・無形遺産を「体験」「デジタル」という現代の価値へとアップデートする。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社土佐電業社 2130001011270 アフターコロナの産業構造転換に伴うインフラ工事需要を見据えた総合建設業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社パーパス京都 1130001008557 地域の特性を活かした新たなアンティーク家具事業と空間プロデュース事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社マルクス 4130001047965 協力企業と連携したベーカリー事業の迅速なＦＣ展開 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 イエリブ ギャラリー開設によるオンライン展示会事業及びレディース向けアパレル市場への参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社松川調整所 5130002017405 老舗着物修繕企業が新たに展開するサステイナブルブランド事業 福田　敦

近畿 京都府 京都市中京区 二条駅前なかみち皮膚科クリニック 世界初　フットネス事業の展開による健康寿命の延伸 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京家建設 7130001014715 既存ホテル事業を活かした、高品質レンタルオフィス・サービスアパートメント事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社河道屋倖松庵 4130002006904 ＤＸを活用し、非接触でこだわりの自家製の蕎麦を一人から楽しめる飲食店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 ＩＸテクノプロダクツ株式会社 7130001063142 ＩｏＴノウハウを活かしたロボット事業参入での製造業支援体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 協和精工株式会社 6130001029994 大型立形複合加工機を利用した破砕機部品加工分野への進出 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社吉田山荘 4130001007556 旧皇族別邸旅館の京懐石料理と伝統的食文化を国内外の富裕層に向けて「指導・交流・試食」する事業 岩崎　弘之

近畿 京都府 舞鶴市 肉の匠やき壱 無添加・無化調のフローズンフード、焼肉店が手掛ける精肉店 川端　隆一

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社安藤 4130001008991 技術の結晶である最高級仏壇を世界初のショールームで製造販売し仏具文化を継承する 花山　和士

近畿 京都府 向日市 株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫＳ　ＡＮＣＩＥＮＴ 8130001054504 デジタル展示会「雑貨ＣＩＴＹ」コンテンツプラットフォーム運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｊ．Ｔ．Ｓ．タケムラ 1130001025643 西陣織ニューノーマル帯のワンストップサービスの確立 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社マルカ製作所 2130002009347 小物の精密板金加工事業から大物製缶加工事業への新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 三浦製材株式会社 8130001035958 ＶＯＣ低減木材製品の開発で人に本気で優しい住宅提案 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社林工務 6130002022528 安心安全で除菌効果の高い銀イオンを成分とした抗ウィルス製品の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社セントラル・フルーツ 2130001017771 「京都八百一」ブランドによる京北地域振興と販路拡大を目指した商業施設の開業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＧＧ 2130001048296 美容室から女性向け「育毛×ヘッドスパ」のリラクゼーションサロンに事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ヘルステック研究所 7130001059487 健康増進サポート拠点「Ｋステーションモデル」事業化の取り組み 宮田　大

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ 6130001066690 自社ＰＲ型飲食店舗業 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社筒井 6130001030267 金属加工技術をレベルアップして、半導体製造装置部品市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社農業法人京都特産ぽーく 5130002011325 食肉加工から総菜製造への進出で、内食・中食需要への事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社藤原製作所 4130001043106 新工場の本格稼働による中量対応及び高精度な複雑加工の実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 みなと荘 京丹後の豊かな自然、海産物を活用した集客施策と水産加工事業の開始 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 天ぷら松 京都屈指の名店の味を全国に届ける通販向け食品製造ラインの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ムラカミ・製作所 半導体製造装置の精密部品加工に挑戦し、革新と事業継続を両立。 税理士法人洛

近畿 京都府 京都市山科区 大成被服工業株式会社 8130001012924 作業服のＢｔｏＢ販売から店頭販売、ＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ販売への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市山科区 ファーストリネンサプライ株式会社 4130001022290 全リネンのアイロン量産化実現で宿泊施設の課題及び安全を解決！ 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社アルマ 5130001041959 パンチレーザー複合機の導入による新規事業分野への展開 エーネット税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｔ２ 5130001059209 定額制トータルビューティーサロン『Ｈａｖａｎａ』の展開 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＨｏｗＺｉｔ 9130001048769 若者が気軽に立ち寄れる割烹料理店「Ｃａｓｕａｌ　ｋａｐｐｏ　ｉｔ」の開店 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 イーセップ株式会社 3130001051910 再エネ燃料を合成・精製する新規ゼオライト膜の生産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社アイレックスジャパン 8130001044777 鍼美容×脱毛で最先端の美を提供する美容サロン 岩永　愛

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ 4130003004873 ～記憶に残る辛さと旨味～ハバネロソース＆カフェ事業 奈良県商工会連合会

近畿 京都府 城陽市 有限会社エム・ジー・アイ 4130002031423 （特殊冷凍）惣菜製造工場創設と初めてするテイクアウト販売（弁当と惣菜）の開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ドレメ 1130001043538 ニューノーマル時代に家族や仲間だけで滞在できる貸切型の戸建てヴィラ 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社パル 2130001029040 飲食店専門建築事務所が手掛ける　最新衛生設備とＤＸを導入したレストラン運営 アンビシャス株式会社

近畿 京都府 長岡京市 株式会社京和設備 9130001050502 製缶・精密板金分野への参入による事業再構築 大串　智之

近畿 京都府 京都市上京区 エピス テイクアウト商品の販売と、若者ニーズを捉えた少人数向け店舗の展開 乾　裕彦

近畿 京都府 相楽郡精華町 エースジャパン株式会社 5130001045290 クラウドシステムを用いたスペース遠隔管理事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社松屋 8130002030859 素人でも作れる！どら焼き専門店のフランチャイズ化による売上拡大 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都ちどりや 8130001055089 オーガニック化粧品原料のアップサイクルが製造可能な食品工場の建設 谷口　昌史

近畿 京都府 京都市下京区 京都グレインシステム株式会社 1130001019513 地域に根差した工場運営と受託加工合理化によって収益源の多様化を目指す 株式会社日本修身経営

近畿 京都府 京都市南区 株式会社大宮製作所 9130001010191 「省力化、標準化を実現した鶏舎総合管理システム」の開発 株式会社タナベ経営

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社三葉商事 1130002034668 衣料品から室内空間へ。刺繍加工による空間装飾の新ブランド確立事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社菱岩 3130002010171 既存店舗の改装による高単価型の飲食店への事業転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社マガザン 4011001114635 兵庫県産最高級山田錦を使った日本酒ペアリングコースを提供する、農家直営ガストロノミーオーベルジュ開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＩＮＤＩＡＧＡＴＥ インドの炊き込みご飯ビリヤニ料理店によるスパイス小売店の新展開 上田　誠

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社中央工機 5130002023700 下請的ものづくりから医療機器製造販売にのりだす事業転換の取組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

近畿 京都府 京丹後市 株式会社マルキ建設 4130001042801 ＩＣＴ建機を活用した橋脚工事の受注の実現 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 アンドウ株式会社 1130001016452 染色の強みを活かした”ものづくり”の消費者ワークショップの展開 デロイト　トーマツ税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アーテファクトリー 4130001024386 個人の絵画や写真を額装してネット販売できるスマホアプリの開発 上田　誠

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アルプス 7130001056138 地域社会の安全・安心・未来を守るライン工事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ヤマダ製作所 7130001034052 旋削機能付５軸マシニングセンタ導入による半導体製造装置分野への展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社公仁建設 1130001061250 地域住民との交流拠点「ブックハウスカフェ」の開設 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社萬時 6130001048994 全国の小売店へ和・京都を強みとした意味深い婚約指輪や結婚指輪を卸す 京都ミライズ税理士法人

近畿 京都府 久世郡久御山町市 有限会社コーワレーザー 1130002028018 建築資材加工に用いるプレスブレーキ機の導入かつリモート設備構築 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市中京区 アクチュアル株式会社 7130001063340 美術館・文化芸術分野における３６０°映像を記録・保管できるプラットフォーム開発事業 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 有限会社共立機工 5130002028625 切削部品加工業から小型風力発電機組立事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都スタッフ 3130001053989 宇治観光の中心となるカフェ・日本料理店新規事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大原 2130001031830 京都花背で体験型キャンプ場と花背地域の魅力発信する山の駅事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社レラ六本木販売京都 3130001007623 訪問による美容商材卸業から、セミナー開催による美容シザーズ等の販売へ業態転換する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 クラリーヴデザイン株式会社 1130001054634 ジム型マルチセルフエステ×オンラインカウンセリング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 有限会社鹿間工業 5130002031793 柱に特化した建築鉄骨加工への転換及び他社連携強化による事業の拡大 乾　京子

近畿 京都府 宇治市 井上洗浄有限会社 6130002028129 観光都市京都のホテル・旅館等の定期メンテナンス市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社ローカルフラッグ 9130001064799 ホップのまちから、ビールのまちへ。京都府与謝野町でのビール醸造事業 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ゆい 7130001059578 おこもり需要で加速する アートコレクションができる中古住宅の開発 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社エーワンスプリング 5130001034863 ガソリン車から電気自動車へのシフトに対応した、特殊成形スプリング製造による未来志向の事業再構築プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京祝開発 7130001025869 カフェやＢＢＱスペース併設のドッグラン施設新設 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社小林工務店 6130001040002 Ｇ３レベルの規格住宅による新規顧客の開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社コムテジ 5130001058169 スクリーンゴルフ（シミュレーションゴルフ） 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｃ．Ｅ．Ｐ． 8130001058414 セントラルキッチン構築によるＥＣサイトを活用した製造事業展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジェイエフ 6120001229521 コロナ感染対策を強化した立ち飲み居酒屋事業への新分野展開 須永　達也

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三永 8122001002360 新分野である簡易家具製造への参入によるコロナ禍等の克服 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社カブール 2120001106146 ヴィンテージバイクを蘇らせるオートバイシート補修事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 東大阪市 ＦＩＤ株式会社 6122001029100 縫製検品業からグローバル倉庫業に転換し収益構造改革 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社ダイショク 5120002068721 食品卸の飲食店支援で培ったノウハウを活かした飲食店直営事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 久保電商株式会社 1120001190967 ドローンおよびデジタル技術を活用した次世代型の太陽光発電所メンテナンス事業への新展開 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＳＩＳ 3120001190032 ウィズコロナ時代に対応したモバイル端末のオンライン修理システム 京都信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 たかし整骨院 整骨院の知見を活かした「リラックス」に「ビューティー」を付加した複合サロンの開設 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ＢＯＮＯＳ 9120901030430 デザイン＆カット技術を活かし美容のプロが行うトリミングサロン 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＭＯ 6120001170106 ３密回避！インドアゴルフ練習場でウィズコロナ型の地域健康促進 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ＢＥＡＳＴ 9122002009866 フランチャイズ業態での大型ショッピングモール内フードコート展開 大橋　智

近畿 大阪府 豊中市 有限会社葦エージェンシー 8120902017411 低価格で簡単にマッチングできる求人マッチングサービスへの業種転換 竺川　健治

近畿 大阪府 大阪市西成区 トリムアンドポップ コロナで薄れた地域とのつながりを復活「ＳＤＧｓに貢献する自然派地域コミュニティサロン事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 味酒かむなび 納豆の地域名産物化へ！食品製造事業～おしどり夫婦の谷町納豆～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 吹田市 有限会社後藤商会 2120902012252 バイク専用整備スペース付・高セキュリティ駐車場への新分野展開 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社灘浜フードサービス 4140002026728 就労支援農園との連携で地域貢献を意識した専門料理店への展開 髙瀬　哲也
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近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社山本 4120002017051 名整骨院の美容エステ事業進出で、地域の「健康美」実現へ 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 吹田市 マルケン ニューノーマル時代に対応した飲食店への転換によるフードデリバリー事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サレア化研 6122001024084 企画開発力を活かした自社製品のオンライン販売事業 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ひらき屋 1120101035626 自社の居酒屋形態店舗を大幅改造して、総菜製造販売を始める新事業。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ムラヤマ製作所 8122001032696 特許と技術を活かす！産業用から一般顧客向け水槽製品の直接販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ＵＡＶ　ＪＡＰＡＮ 6120001223441 免許制度移行へ伴う産業機ドローンの導入 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 株式会社梅田東米穀店 2120001061119 街の米屋が残り続ける為の、人と人が繋がる文化的な空間の提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 Ｖｉｓｅｒ　Ｔｏｐ株式会社 3120901039122 異分野だが同顧客！飲食弁当店が始める顧客を活かした中古車販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社タカラ工芸 6120102010714 最新設備の導入によって実現する葬儀家具業界への新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社サンワード 2120901023969 ウエットスーツ端材を利用したゴムシートでの新事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＯＩＣＹ 6120001119359 遊休スペースを活用した低リスクスモールスタート型飲食店の展開 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢ふぉと 4120001114931 写真を活用した自己発見分析システム開発販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 堀尾香林堂株式会社 5120002007332 地元商店街を巻き込んだデジタル化店舗の新築で小売りへの業態転換 辻本　典彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社八咲 1120001202929 新しい切り口のシェアエコノミーサービスで新市場を創出。目指せ世界展開！ 税理士法人西川オフィス神戸

近畿 大阪府 大阪市北区 ビューティー企画インターナショナル株式会社 1120001167065 主婦層向けエステサロン独立開業のためのスクール事業への進出 塩津　友輝

近畿 大阪府 豊中市 バウエル株式会社 5120901039442 Ｂａｌｕｋｏ　Ｌａｕｎｄｒｙ事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 魚とごはん　にこ 顧客の嗜好を捉えた提案型テイクアウト事業の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ピーアールソフト株式会社 6120001104162 ＤＸをセキュリティーで支える。既存小規模集合住宅向け後付けオートロックシステムの開発・施工・保守 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 大阪市西区 シダラタ 「おうち時間を応援するスパイス専門店」展開事業 大城　真樹

近畿 大阪府 交野市 ニューフトコロ 地域の居酒屋を法事会館と坊主居酒屋へ業態転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 裕盛商事株式会社 4120001191723 民泊から多機能施設へ　改修によるイベント開催やデリバリー等新分野展開 岩本　健一

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社リュウ青 8120001193179 既存事業で築いた飲食店間のネットワークを活かし、ＩｏＴ機器を活用した大阪北区梅田エリアでの観光客向けの広告事業を展開する 中村　健一郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 アンリシール 医療機器を活用したボディエステ事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 ミューリー有限会社 9120002062786 完全非対面でのジュエリーのオーダーメイド・リフォームシステムの開発 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 三島郡島本町 有限会社トータス療法センター 9120902011768 ＣＨＩＫＡＭＩ流ウォーキングメソッド確立による小規模整体業の新しいビジネスモデル構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｙ＆Ｔｏｍｏ蔵フーズ 2120001120774 酒類の提供制限下でも持続可能なレストラン店への転換 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 大阪府 岸和田市 麻雀　堤 「従業員の技能を活かした」レッカー車業による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アバウト 1120001118621 オンラインプラットフォームの開発による、ＳＤＧｓ推進事業の展開 鈴木　一貴

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＬＩＳ 4120001154639 日本初のジャンル！「タンドリーチキンステーキ専門店」を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社モデスト 8120101062440 既存店舗を縮小し、ＷＩＴＨコロナに対応した店舗に改装する計画 Ａｒｋ税理士法人

近畿 大阪府 堺市南区 ほど酔ぃ しらたま・クレープ専門店〈しらクレ〉の開業について 新田　盛和

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｌｅｓｓ コロナ禍の時流ニーズに沿った新アイゾーン美容サービスの提供！ 田坂　隆司

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＣＡＲＬＯ 6120001216214 ゲームセンター運営ノウハウを生かした新分野の３Ｄ写真撮影スタジオ事業への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社フィット・ライフ 6120001153184 貸切の幼児向けのプレイルームの運営 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 庵聚 着物の反物卸売り業者による着物や小物の製造販売事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ニシカワカンパニー 5120001068400 物販・ギフト販売を軸とした店舗スタイルへの移行 松本　浩幸

近畿 大阪府 藤井寺市 アトリエ　ルル 生産体制の整備によるパッケージ商品販売計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市西区 ｃａｂｏｔｔｅ 都心でデイキャンプができる飲食事業への進出計画 冨松　誠

近畿 大阪府 東大阪市 合同会社ＯＭＮＩＢＵＳ 1122003001607 コミュニティーサロン付きパーソナルジムの運営 吹田商工会議所

近畿 大阪府 門真市 有限会社ケーフィット 5120002081930 変わらないおいしさを関西へ　「なるとキッチン　大阪本町店」運営事業計画 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市北区 デュカ スペイン料理専門店による新しいそば屋の展開 山本　文則

近畿 大阪府 和泉市 株式会社つかさき商店 3120101049772 中食ニーズ獲得を目指した川下業界への新規参入計画 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市都島区 名和株式会社 2120001008276 地球にも環境にも優しく　女性のライフスタイル向上プロジェクト 澁谷　研二

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＭＡＴＳＵ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8130001039942 アフターコロナ対応型中華業態の開発による居酒屋依存経営からの脱却！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社馬酔木 6120001073580 半生菓子テイクアウト専門店を展開し家庭に幸せ時間を届ける事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社トリプルエス 1120001168732 ボディメイクを目指す人のセルフ鶏焼肉の新業態店舗の出店 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 焼きもんバール新町メリハリ 西日本初、テイクアウトスイーツ事業への業種転換 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社よつば製作所 9120901032988 需要が高まる通信設備向け部品の加工と量産体制の構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 大阪布谷精器株式会社 5120001215398 国内物流のモーダルシフト化を見据えた鉄道車輛業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社８ｗａｙ 6120001219951 自社強み・ブランドを生かした『一人鍋専門店』の新規開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 樹恵理 喫茶店を改修し、新たにテイクアウトサービスを行う事業再構築計画 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 カラダボ エステサロン併設による健康美容ワンストップサービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ラブニール 6120001221370 美容室が経営する完全個室、非接触化仕様のセルフ脱毛サロン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＫＦコンサルティング 9120001216995 士魂～Ｓａｍｕｒａｉ　Ｔａｍａｓｈｉｉ～のアプリ開発に関する計画書 中西武重

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｔｅｐｐａｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4140001089362 飲食業のノウハウを活かした小売りによる方法でのカヌレ販売事業への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 Ｎｅｘｔ　Ｔｒａｖｅｌ株式会社 4120001210986 「アウトドア用品のレンタル・販売」で旅行業廃業からの再生 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社咲楽 4120001121473 肌荒れを改善するペット用保湿剤の製造販売事業計画 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社パピーユ 2120001126887 心身共に豊かな自然を感じることができる本物志向のグランピング リトラス税理士法人
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近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スタンドケイ 7160001017921 バーベキュー等アウトドアサービス事業者による観光農園事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社興進 8120001063621 コンクリート鏡面仕上げ施工による内装市場への新規進出計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アンジェロ・ジャパン 5122001000103 好需要向け市場開拓のためのブランド拡張事業 堀　三芳

近畿 大阪府 大阪市中央区 ステップバイステップゴルフスクール シミュレーションゴルフ＆無人練習場事業参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 豊中市 あすいろ司法書士行政書士事務所 社員のキャリア自律促進・向上をはかる企業向けソフトウェア開発 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社武菱 6120001107727 新たな染料を使用した生産方式で新たな素材加工に取り組む 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｉｓｔｒｏ　ｓｏｕｒｉｒｅ 伸長するスイーツ市場へ参入「モンブラン専門店を新設」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 有限会社山崎道場 4140002059050 オンライン配信設備を整えたスタジオ運営およびシェアオフィス運営事業により地域活性をねらう 大橋　智

近畿 大阪府 大阪市北区 鉄平 コロナで疲れたママを応援！癒しのエステサロン事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人日本ライフパートナーズ協会 6120005017988 １日１０円で孤独死を防止する見守りアプリケーションの販売を行う新分野の事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 鉄板ダイニングぐっち テイクアウトとデリバリーをメインとした”鶏の手羽先専門店”の新規出店でＶ字回復計画 滝　亮史

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｋ．Ｒ．Ｍ． 6120901044697 コロナ禍による心身の不調を改善するトータルエステサロンの運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社モリヨシ 1120002020784 製麺業者が飲食事業にチャレンジ！粉もんの町、大阪の小規模飲食店応援プロジェクト 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社源エンタープライズ 4122001030547 オープンテラスのあるライブハウス 樋口　恭行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイ・ディ・オー 8122001012005 空き店舗を利用し地産地消の唐揚げテイクアウト専門店を開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 日本ネクサス株式会社 2120901033836 外国人就労者のためのオンライン日本語学習、“飽きない”ｅラーニングの開発 澤井　美香

近畿 大阪府 堺市北区 アークフーズ株式会社 3120101022325 都市型買い物困難者向けの移動販売車サービス事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　ｓｍｉｌｅｙ　ｎａｉｌ エステ事業への新規事業参入によるトータルビューティーサロンへの事業転換 宇治商工会議所

近畿 大阪府 大東市 株式会社ｈ．ａｒｔ．ｓ 7122001028571 製造卸売業からＥＣによるＢｔｏＣ市場への進出によるコロナ禍の克服と事業の長期的成長 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カード・アンド・メデイア 3120001062256 モバイル名刺事業（アプリ名：「名刺プラス」の開発） 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 大阪市淀川区 かとう整骨院 コロナによる地域的風評被害の脱出、主要幹線道路でのサロン出店 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＬｉｒａＣｕｏｒｅ 7120901031414 ＡＩを活用した非接触型およびオンライン型スポーツジムの創設 株式会社　ミライズコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社やわらぎ 7122001026286 既存事業のオンライン化とＢ　ｔｏ　Ｂ事業の開発 あさひ合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＯＭＥ　ＧＥＴ　ＴＯＷＮ 3120001198950 参鶏湯専門店が魅せるセントラルキッチン・通信販売へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 泉佐野市 合同会社Ｉｚｕｍｉ　Ｉｎｃ． 2120103003175 宿泊業から美術品販売、輸出を手掛ける、美術品輸出業への事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 オルセンオルセン ＂おふくろの味”お惣菜テイクアウト事業 戸田　尚秀

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社柊フードクリエイターズ 4120101051414 ラーメン店と生産者がつながる飲食プラットフォームの開発 折原　麻衣子

近畿 大阪府 大阪狭山市 エーアイテック株式会社 4120101059845 住宅リフォーム専門業からデリバリー事業への新分野展開 辻野　浩史

近畿 大阪府 守口市 株式会社ローザロッチェ 9120001164674 ケーキ及び洋菓子テイクアウト店舗（ブース）新設による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社高木 4122001009509 伝統ある高級鞄の製造技術を活用し、高級雑貨市場へ新規参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社カーサクリエイション 3120001144178 請負工事業から内装全般のトータルコーディネートへの業態転換 北村　真吾

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キリ 3120001131300 築８０年以上の建物をリノベーションした小規模ラグジュアリーホテルの多店舗展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キープレッシュ 5120001137238 非対面を求めるニーズに対応した自動販売機によるオリジナル食品の販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ケイ・コーポレーション 9120901030835 ホワイト診断協会のノウハウを活用したＢ２Ｃ塗装事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 野々村建設工業株式会社 2120001213140 建設資材ロスを無くし、持続可能な社会を目指すオンライン「事業者間売買サービス」の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 7120101055247 グルメブランドに関するグローバル展開を支援する「グルメトレード事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 合同会社Ｇｒｏｗｘ 8120003020414 発達障がい児に対する通所支援ならびに小児鍼施術による鍼灸治療 中村　憲三

近畿 大阪府 大阪市此花区 ベアーズ株式会社 6120001026803 通販・テイクアウト主体の韓国料理店による大胆な事業転換 税理士法人ファインブレーン

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アークスマイル 8120901034234 エステで培った接客術を活かしたテイクアウト対応餃子専門店事業 岩橋　亮

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＢＲＩＧＨＴ 3120901034833 デジタルと空き家の活用で切り開く、障がい者グループホーム事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 ロビンソン 「オンライン×オフラインのハイブリッド英会話教室」の新分野展開 髙司　浩史

近畿 大阪府 寝屋川市 Ｄａｈｌｉａ 自律神経改善特化型施術メニューの展開による地域ヘルスへの貢献 杉田　浩二

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社三都屋 7120001132864 四季を彩る和菓子とおこわを詰めた黒門三都屋特製弁当の販売計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社雅 2120001118240 社交ダンス業界への寄与を通じた自社事業再構築 美藤　直人

近畿 大阪府 大阪市北区 ＩＬ　Ｔｅｒｒａ シェフが作る本気の冷凍食品！ 野々垣　領二

近畿 大阪府 大阪市都島区 富屋製菓有限会社 3120002004570 大阪土産からペットフードへ‼雇用を守る決意の新分野への挑戦 小松　知史

近畿 大阪府 豊中市 株式会社玄 6120901029260 江戸期の茅葺き古民家を再生し、失われた侘び寂びの世界を復元したレンタルスペース リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 千英子 自宅で本格韓国軽食を。Ｗｉｔｈコロナに適したテイクアウト事業参入と非接触型店舗展開 青山　雄一郎

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＭＥＧＡＰＡＮ 4120001210615 大阪初！島根特産品の稀少な石見ポークを用いたテイクアウト事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 住友エンジニアリング株式会社 4120901040392 大阪府茨木市周辺にて歯のセルフホワイトニングと脱毛サロンの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 藤井寺市 有限会社タニヒロ 2122002016794 子供の成長の多様なニーズに応える保育と障害児支援のワンストップサービス 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 トモエ食品販売株式会社 6120001139407 玄米対応型色彩選別機導入による事業者間玄米販売事業の展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 堺市美原区 恐竜音楽事ム所 音楽事務所による地域密着の焼肉店への挑戦 堺商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 焼肉炸 廃棄になっていた肉で商品開発を行い、ネット販売で全国にお届け！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アズクリエーション 6120001127972 ウィズコロナ時代のキッチンカーによる配達弁当会社の新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ライフエイド 4120002001765 介護施設者に対する宅配弁当サービス 久田浩輝

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ａｒｃｕｓ 2120001201491 オウンドメディアを開発し、遺品買取り業への新規参入計画。 滝　亮史

近畿 大阪府 大阪市北区 スカイライブ株式会社 3260001024696 ＷＥＢ、ＩＴ　の基礎を学べるオンライン教室開設による事業再構築 株式会社アサユナイト
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近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＦＯＲＴＲＩＺＥ 5120101049168 居酒屋事業から、地産地消の付加価値の高い寿司割烹への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社テナシティー 8120901030183 背景ＣＧ合成動画生配信事業及び撮影スタジオレンタル事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 たこやき　や～まん ポストコロナでも成長が見込めるフードデリバリーサービス事業への参入 株式会社八咲

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社アビル 2120101058469 棟梁の金属溶射への進出による総合棟梁加工業への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 炙家笑音 居酒屋から最新脱毛機を導入した脱毛＆フェイシャル専門店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クレイドル 5120001169537 レストラン事業のスキルを活用したグルテンフリーチーズケーキ 渡邊　良享

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｐ＆Ｐ友希 7122001012798 自社のデザイン力を活かした広告看板製作業の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社テイクコーポレーション 8120001124976 住宅用壁紙のデザイン・製作を行い、ＥＣサイト等で販売する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社ア・ビアント 6120902021621 オトナが集う地鶏を使ったヘルシー志向のハンバーガー＆カフェの事業展開 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社タガワ 7120001106091 ＳＤＧｓに取り組んだフードロス・ゼロを目指すカフェレストラン 山田　晴彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リバリュース 4120001177391 熟成魚・明石昼網の美味しい鮮魚寿司が家でも店でも楽しめる！ 税理士法人　士魂・商才

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ブレイン 7120001106075 一口サイズの冷凍おにぎり製造販売それに伴うセントラルキッチンの新設 永和信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ＪＯＹ　ＭＡＫＥ 9120101061788 自家製石窯によるデリバリー・テイクアウトピザによる事業再構築 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市住之江区 マッスルキッチン コロナ対策を意識した「お一人様向けラーメン店」への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社おふくろサービス 5120001153367 地域・医療機関から望まれる介護保険外の宿泊サービス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ＮＯＲＩエンタープライズ コロナ禍において市場拡大が続くクラフトビール外販事業への進出 藤村　恭弘

近畿 大阪府 吹田市 アップロード株式会社 5120901014800 コロナ禍で拡大する中食市場向け焼売・餃子の製造販売店舗の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インベストメントパートナーズ 6120001119193 ポストコロナに対応する非対面型サブスク資産形成サービスへの展開 森　健史

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ナバオトレーディング 4140001027132 地域を再生する古民家「新木魂（アラモッコン）」の構築 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ひよとこ 5120001202454 お茶漬けにおける新ジャンル展開 中西武重

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グローバルソリューション 7120001170996 おもてなしが魅力の焼肉店を新設、店内飲食以外の非接触販路展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社雉子 7120001202956 移動制約者のための「行きたいところに行く」を充足させる新分野展開 八尾商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＡＥＮ 2120001214015 高品質技工物の供給を実現するデジタル歯科技工基盤の構築事業 棈木　光司

近畿 大阪府 茨木市 株式会社パワーシティー 4120901001725 ライブハウス向け省スペース映像・音声収録配信サービス提供による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

近畿 大阪府 守口市 ｗｏｌｆｗｏｒｋｓ株式会社 6020001136216 おうちに本物の味を届ける生パスタ専門ゴーストレストラン事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ＳＡＹＡエステート 6500002017754 クリーニング無人受渡ボックスを活用した新「洗濯代行サービス」 株式会社ＣＦサポート

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ｏｎ　ｒｅｔｕｒｎ 5120101054127 アフターコロナ対応型「少人数で楽しめる大人の鮨店」新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 ヘイデンホーム株式会社 1122001032950 住宅リフォーム事業から模型製作スペース＆カフェ事業への新展開計画 若松　敏幸

近畿 大阪府 堺市中区 あぁみ婆 地域のつながりを活かしたテイクアウト・デリバリー事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 メディカルサロン　リモア テカールを使用した一過性でなく持続性・継続性のあるサービスの提供 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 河内長野市 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ｓｏｎｒｉｓａ キッチンカーで移動型カフェ事業へ展開　～地域の親子に笑顔を～ 岡　正

近畿 大阪府 大阪市都島区 海鮮居酒屋うっぱん コロナに打ち勝つ古民家を活用した小規模寿司店の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 にぎやかＤｉｎｉｎｇ雄 軽運動とランチを組み合わせた居酒屋のヘルシーサービス事業 中西武重

近畿 大阪府 岸和田市 まいにち株式会社 7120101037609 災害に強い国づくり。防災メーカーと個人顧客が直接購入できる防災用品のＥＣモール 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔａｙａ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 4120001216810 こだわりの上質な牛肉を使用した高級肉弁当の販売による販路拡大 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社花木 4120003009114 会員制旬の料理とワインのペアリングスクール 櫛部　満徳

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社Ｔｒｉｐｌｅ－Ｋ 8120003011982 居酒屋と新業態併設の相乗効果による経営復興計画 梅原　清宏

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ミンスプランニング 8120002029563 従来型純喫茶とアフターコロナ型カフェのハイブリッド展開 森田　茂樹

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社絆 6120003015135 沖縄とマヌカハニーのコラボしたカフェで新分野展開を図る！ 浦田幸一

近畿 大阪府 枚方市 トラットリア　リベロ　コータロー ロス食材で新たな販売商品を生み出して、全国に向けてＥＣサイトで販売。 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社五大陸 6120001129770 旅行業者による沖縄における外車を中心としたレンタカー事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社保証合同 1120001070293 事業のシナジーを活用。競売不動産買受し、地域初不動産店開業！ アアル株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カバサ キッチン付き撮影スタジオを新設し飲食業に特化した撮影事業開始 花岡　貴志

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ａｒ＆ｃ． 7120901044052 痩身サービスの立ち上げによる総合サロン化への展開 茨木商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 熊猫軒 行列のできる町中華店が本格仕出弁当配送で、待ちから攻めに転換 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市 ＧＡＧＡＦＲＩＥＳ お酒の飲めない人も大歓迎！次世代のカフェバー 高野　敬太朗

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社中芳建設 8122002003424 筋肉増強を痩身につなげるエステサロン運営による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市生野区 モニカ　ワクシング 大阪の女性はマスクの下も美しい！脱毛技術を活かした完全個室の一体型エステサロン 松本　佳之

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 大和コーポレーション株式会社 7120001029334 有名店出身の職人を起用したお好み焼店への新規参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社グローリーカンパニー 1120001241605 広々とした店内でコロナ渦でも安心して出来たてのラーメンを楽しむ リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社パーソナル・ヘルスケア 4120001180619 エステと鍼灸・整体を組み合わせた健康サービス事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 ディー．アスピレーション株式会社 3120001140004 コロナ禍で疲れた心に癒しを提供する観葉植物のネット販売事業 升谷道教

近畿 大阪府 大阪市東成区 唐揚げ専門店とりの玉造店 デリバリー×キッチンカーのトランスフォーメーション 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 イルカトゥッティー 本格イタリアンレストランの人気メニューをテークアウトで提供する体制の整備 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社マイライフマイウェイ 8122001024388 セントラルキッチン、キッチンカー導入によるデリバリー／テイクアウト事業の展開 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 6120005003344 中小不動産業者と消費者をつなぐボランタリーチェーン　『ＴＡＫＴＡＳ．（タクタス）』 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＩＧＬ 2120101053032 ＡＩ活用プラットフォーム開発による民事信託市場への新分野展開事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 エスウェルジャパン株式会社 1120901017303 タイ＆バリ料理をもっと身近なものに！～アジア料理カフェへの転身～ 小元　文隆
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近畿 大阪府 豊中市 ファレットフラワースクール 地域活性化を図る！三方よし、レンタルハブサロンプロジェクト 田坂　隆司

近畿 大阪府 吹田市 アラロッサ プロカメラマンがプロデュース！キッチンのあるレンタルスタジオ 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レアルタ 9120001196552 韓国惣菜テイクアウト併設型ラーメンコンビニ事業への業態転換 石田　和久

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社光林坊 3120001220680 日本料理店が始めるポストコロナ時代の沖縄県読谷村宿泊事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 エステルームココ 脱毛・エステに、フィットネス事業を加えて、キレイな身体づくりの総合サロンを目指す 山形　輝雄

近畿 大阪府 和泉市 そば繁 既存店のブランド力を活用した仕出し・デリバリー・通信販売の事業開発 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社トップインターナショナル 5120001067947 コロナ禍の市場ニーズに応えるため、痩身機器導入によるボディメイク事業への新分野展開 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社伸和 7120001020482 対人接触の低減及び人手不足解消を実現するバーチャルインテリアショップの構築 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 吹田市 さかい　えん弥 空き倉庫を改装してスポーツ＆洋風ダイニング事業展開 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 山中　結衣 初心者からプロ養成まで多ジャンルの指導ができるダンススクール 税理士法人とよのパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 喜多帆布工業株式会社 7120001005087 ＢｔｏＢのアナログ営業からＢｔｏＣのＥＣ事業への挑戦 藤本　靖久

近畿 大阪府 東大阪市 太和黄銅株式会社 1122001004264 老舗の非鉄金属卸問屋が材料の一次加工事業に参入し新市場を開拓 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＰＲＯＰＥＲ株式会社 3120001177946 アフターコロナを見据えた最高水準の英語教育施設の開校 井上大輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｂｒａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｓｔｅｐ 3122001032560 オーガニック＆プラスチックフリー。体と環境に優しいお弁当屋 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 ヴァイナルズミックスプラス ヘアだけでなくエステ等を含めた全身プロデュースができる美容院 小辰　克彦

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ブラサニ 8120901015093 既存の地鶏専門店にスパイスカレー店とバーを併設する新業態開発 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 ワーキングエース株式会社 1120901037458 抗菌にこだわった安全・安心なウィズコロナ型ゲストハウスを運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 石川自動車株式会社 1122001017695 自動車整備業からシェアサイクル事業への新分野展開 松村　康司

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社篤志行 3120001194850 メイドインジャパンの日用品をＥＣサイトで中国向けに販売 株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 大阪府 堺市堺区 コフンカフェ ポストコロナにおけるタルト専門店を併設したカフェ運営事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社こまこ舎 6120001106241 スパイスカレー専門店の作るオリジナルクラフトコーラシロップの製造販売 奥村・千村税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ソーヤ 5120002055579 老舗焼肉店が挑む最高級ブランド和牛のオンライン販売事業 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社エフエムサービス 7120101058448 コロナ禍による既存事業低迷から、脱毛サロン業に進出する。 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＭｅｉＺＳＴＯＲＥ カフェを併設し、エコ志向のアパレル商品を販売するコンセプトショップ 岡田　嘉広

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｓｏｎｏｂｌｅ 9120001210404 ニューノーマルにおける「発酵需要」を新たな収益源に 中澤　悠平

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＬＵＮＡ ペットと共に過ごす都会型ライフスタイルを提案するヨガ教室事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＯＤＥＬＯ 3120901033232 コロナ禍でも需要が増加！完全非接触のセルフエステ事業への新分野展開 兼本　宗徹

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社大阪城快進撃 6120003014979 新時代の広告に繋がる、クリエイティブスペースの開設！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市城東区 ロイヤルセキュリティ株式会社 9120001106585 セルフエステ機器と管理ソフト貸出サービスで販路拡大 西地清武

近畿 大阪府 大阪市生野区 大阪高級葬儀株式会社 9120001019291 生花の取扱い常識を変えるＳＤＧｓシルクフラワーサブスクモデル事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｓｔｅｅｄ 2120001166586 健康・ダイエット商品や着圧のソックス・ストッキングのＥＣ販売 税理士法人ベストパートナー

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＳＥＮＳＡＣＩＯＮ 3120002069003 飲食店１３店舗運営ならではの飲食店特化型清掃サービス事業への新規参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 高槻市 特定非営利活動法人日本活育協会 2120905002928 加圧トレーニング技術を活用した次世代ヨガスタジオ開発 茨木商工会議所

近畿 大阪府 箕面市 森田特許意匠事務所 日本初！悪意のブランド被害を防ぐ商標登録情報プラットフォーム構築事業 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社レンタルブティックひろ 2120101007896 ＮｏＢｏｒｄｅｒ　Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 淀屋橋うおじ 居酒屋のセントラルキッチンによる調理の効率化とデリバリー事業への進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＤＥＥＰＳＨＲＥＥ カレーに使用するスパイスをメインとした食品卸売業への参入 折原　麻衣子

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｐｏｕｓ 4120001120780 フランス人に教わったフレンチカレーを無人店舗で冷凍販売する 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＮＵＮＣ 6120901029161 こだわりのくつろぎ空間を演出した癒されるガレージカフェ 板東　幸一

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ジェイワンネット 5120001143847 ＥＣサイトを用いた精油の新商品開発の企画販売を新規に開始 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市東成区 シルバー工業株式会社 3120001012541 就労継続支援Ｂ型作業所事業運営計画 松川　吉信

近畿 大阪府 門真市 太平産業株式会社 8120001157737 街の鉄工所の技術を活かしアート作品を生み出す新分野事業を展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社名代秘伝の味たこ一 1120101054551 モバイルオーダーシステムを活用するたい焼き屋の事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 松原市 まんだら家　平野店 若者のチカラで地元を活性化！もつ鍋屋の深夜アイスクリーム事業 山野　展弘

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 デザート＊スプーン カフェ事業から業態転換による　グッズの印刷・販売事業の構築 小川　栄一

近畿 大阪府 守口市 株式会社谷口商会 4120001156073 クリーニングの長期保管によるストック型事業を新規展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社優越館 1120001103714 健康サプリメントのインターネット通販事業の構築 得田　政臣

近畿 大阪府 豊中市 エムズ　ワークス 脱がないメンズ脱毛×ドライヘッドスパでビジネスパーソンに向けて新規展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社リレーションズ 5120001197513 葬儀仲介事業への進出による販路拡大 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社キッチンカンバセーション 6120901022463 「食卓の上のＳＤＧｓ」を実現する会員制コミュニティサービスの構築 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スターフォーム 5120001161304 スポーツ関係者が無料で出版できるプラットフォーム事業 水原　慶治

近畿 大阪府 大阪市大正区 合同会社ミングルジャパン 3120003011830 オンライン化で世界に拡げる！異文化理解への「門戸」 藤永　滋

近畿 大阪府 豊中市 有限会社ヤマショー 4120902020559 「フルーツ大学」「フルーツ小学校」のオンライン化による販売促進事業 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 箕面市 マイズドッグ 地域の問題を解消するプライベートドッグラン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社松樹園 6120901019641 卸売業から製造業へ。取引先企業の協力で強みを活かした事業展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＨＡＲＵ ビジネス街の中華料理専門店から地域密着の大衆酒場への事業転換と新業態のブランド確立 ＩＮＧ税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社トリニティ 3120101054467 県内では類をみない大人のデートに使えるお洒落な焼肉店を出店 松江商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 なかや工芸株式会社 3120001031310 小物製作の内製化とＥＣサイト自社製品の販売開始する新業態の計画 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 東大阪市 焼肉工房けん 瓢箪山駅前で人気繁盛店ノウハウを踏襲した焼肉店の多店舗展開を目指す！ 藤井　明登

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴｒｙＨａｒｄ　Ｊａｐａｎ 3120001180033 ポストコロナの屋外レジャー「フードサーカス」事業の開発プロジェクト アイネックス税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アルボス 4010001201443 就労継続支援Ｂ型事業を新たに展開し、利用者のスキルアップを目指す 税理士法人岡本会計事務所

近畿 大阪府 池田市 マールドゥイグチドウ カカオと乳酸菌のパウダーで、健康で美味しい食体験を提供！ 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市西区 ウタゲ・ファクトリー株式会社 2120001217216 飲食店経営ノウハウと広告宣伝力を活かした薬膳中華料理店への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 アキツ工業株式会社 8120101021355 ＤＸでアナログ表彰品メーカーが個人市場直販業態へ大転換 イーエムイーコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 守口市 有限会社ピーウィ 1120002078880 初心者からプロまで楽しめる！地域密着型シミュレーションゴルフゴルフカフェへの転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社パソコンレスキューサービス 6120101029441 タブレットとリストバンドによる見守りサービスの提供事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社フロンティア 3120003014016 とろーりわらび餅のテイクアウト事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社Ａｓｉａｓ 8120001224116 沖縄の味を大阪にも届ける「ブルーシールアイス」専門店 大槻　直志

近畿 大阪府 和泉市 グリーンルーム 国定公園内の原生生前の中で快適な時間を提供する宿泊事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 吹田市 フローレスブルー株式会社 8120901031743 ＥＣサイトによるアウトドア・自然を感じるヘアケア商品の販売 飯島　一郎

近畿 大阪府 茨木市 株式会社トゥエンティーフォー 7120001175764 【地域密着型】高齢者を支える家電コンシェルジュサービス事業 森　健史

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社三洋特殊鋲螺製作所 5122002002230 空き倉庫リノベーションによる　児童発達支援・放課後等デイサービス事業の展開 ライオン橋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ノブレス・ウィンド 4120001209979 飲食・エステ業者がＥＣサイトで日本産の美容商品通販事業を開始 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社オオウエ 2120001022715 和紙を活用した高級オリジナルパッケージ販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＭＹＴＨＯＳ 6120901028808 クラッシックカー専門の出張修理サービス「移動ファクトリー」 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 大阪市城東区 喰う道 焼き鳥屋から蕎麦屋への転身！低投資モデル×専門店需要のＶ字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 富田林市 株式会社マルヒサ 6120101035464 贈答品・ギフトに特化した高付加価値の物流アウトソーシング 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 天の川なかなか 和食料理人が考案した美味しいご飯が炊ける『くらわんか竈』の製造・販売 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社シン 2120001131771 ゲームセンター事業から中古品買取事業へ進出 末吉税理士法人

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社アトラクション 9120001187477 高知県に自社農園を～産直野菜の卸売・小売による新分野展開 野村　早希

近畿 大阪府 枚方市 オールドルーキー　ハナレ 飲食店経営から飲食業を救う飲食コンサルティング業務への新事業参入 税理士法人五十鈴経営サポート

近畿 大阪府 大阪市中央区 シルクロードムカーム株式会社 6120001196555 ウイグルの食文化をベースとしたハラール対応の冷凍餃子の販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 守口市 アサヒ産業株式会社 1120001155219 個別対応を中心とした親子参加型の児童発達支援事業 高橋　康人

近畿 大阪府 大阪市旭区 カッフェ　チャオッペ 自家焙煎機を有効活用したコーヒー専門店としての業種転換事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ナカミチホーム株式会社 2120101046432 自然素材の建築会社がペット用ＤＩＹグッズをＥＣサイトで販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ミナミ 2120901038117 沖縄（石垣島）での長期滞在型ホテル事業の展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウェブコミュニケーションズ 4120001179925 「ペット専門調剤薬局とＥＣサイト運営の展開」 青井　卓郎

近畿 大阪府 吹田市 株式会社不動建装 8120901016471 軽量鉄骨下地材を活用した組み立て式家具への業界初の取組み 渡邊　良享

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ＯＨＡＮＡｎ 9120001145583 最新セルフエステ機器導入とスタジオ併設で総合美容室へ業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社アノンデザイン 3120101049673 ＥＣサイトを活用したＰＲＯ専用のクロス・床材卸売販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 ロコヘアー セルフサービス導入による、接触を抑えたサブスクリプション型ヘアーカラー専門店の開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 豚中島南方 居酒屋のみの店舗展開から、新たなピザ業態へのチャレンジ！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ルピナス・Ｆ 6120101056015 新規ブランド開発と出店、ＥＣ、デリバリー、ゴーストレストランの複合 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 高陽食品 百貨店催事業から大阪土産を全国に発信するための冷凍食品工場新設と食品製造卸業への事業転換 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社求人センター 8120001053606 中小企業の採用力を向上させる人事評価制度構築支援の企画開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＫＩＮＯＴＯＯＴＯ 関西アーティストの再起と地域活性を促すスタジオ運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 5120101051768 コロナ後の新しい生活様式に適合した宅配・通信販売事業への展開 税理士法人ベストパートナー

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＴＥＮＴＯＭＵＳＨＩ株式会社 1120001214404 納豆を用いた新製品の製造・販売事業 長谷　有希央

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社人仁 1120001225657 ＳＮＳをフル活用！映えるアンテナショップ戦略 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＡＫＩ　ＮＡＧＡＩ 7120001190722 ＦＡＳＨＩＯＮの世界の変革　卸売販売から自社小売販売への新展開 松本　慎太郎

近畿 大阪府 交野市 株式会社サンマイル 5120001213773 弊社の強みを最大限に活かし、消費者個々のニーズを解決し、新たな市場を開拓する。 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 丸秀食品 牛ホルモンの卸売業態から、朝挽き牛ホルモンの小売業への発展的転換 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社スカイブリッジ 7120001166342 高級フルーツや中国定番のフルーティーヨーグルトを提供するスイーツ店事業の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ウェルミール 6120001180708 健康需要に向けた『ココロにもカラダにも心地いい洋菓子』を提供する地域密着店 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社エスディーディーネックス 4120001189445 ＩｏＴ混雑測定器による混雑ビッグデータを活用したマーケティング支援及びコンサルティングサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 箕面市 株式会社Ｕｎ　ｆｉｌ 2120901030123 大阪府では初となる重度障がい児を専門に扱う放課後デイサービス事業 棈木　光司

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ａｆｆｌａｔｉｏ 3120001162312 ローカル人気抜群のタレントが教えるバーチャル教室配信事業 中村　健一郎

近畿 大阪府 摂津市 合同会社近畿オーディオ 6120003009434 輸入ポスター市場における　正規輸入ブランドの構築と公正な販売 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社エム・プロジェクト 4120002039938 滋賀県高島市に核となる新たな拠点を！大型レストラン・併設ショップ事業 安　柄植

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 鶏人 デリバリー・テイクアウトの開始！　新メニューの導入による、鶏専門店生まれ変わり事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カレー屋本舗カサデューク 材料と大人の辛さにこだわった「てっぺん貫きカレー」を冷凍商品で全国へ！ 辻　洋一郎

近畿 大阪府 箕面市 株式会社藤井 2120901020917 駅傍の自社地をＰＲに活用して酒のネット受注を新たに開始 税理士法人高橋資産会計事務所

近畿 大阪府 吹田市 野口製麺所 老舗製麺所による地域密着型の定期配送サービスの開始 石井　誠宏

近畿 大阪府 大阪市旭区 スマイルいーつ サービス業（食関連サービス）から飲食業への業態変更 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ひまわり 3120001235241 児童の未来を創る！ＩＴに特化した療育を提供するサービス 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社あちゃちゅむ 3120001138072 地産の果物・野菜をまるごと凍らせて作るかき氷 植村　光博



15 / 33 

事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【近畿ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 大阪府 大阪市住吉区 オフィスショウゴ株式会社 8120001135305 ニッチに攻める、女性向けキャラクターグッズ事業 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 東大阪市 スタジオデューク 先端設備を導入し高精細映像撮影及び映像コンテンツ事業への新分野展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ツーエムオー 3120001221010 デザイン会社によるグッズデザインから製造、販売までトータルサポートを行う事業再構築 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社モーメント・インダストリー 7120001225544 顧客および働き手にも優しい関西発の非接触型最先端美容エステ事業の展開 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社蔵酒の明治屋 6120001138425 飲食店テイクアウトメニューと希少なお酒のマリアージュによる中食販売事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市 幡屋 地域住民と独立支援のためのオンラインプログラミングスクール 中井　学

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ＴＨｒｅｅ－Ｃｒｏｓｓ株式会社 6120001214713 ベトナムカフェキッチンカーＥＭＯＩ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 株式会社山下運送店 3120901022160 共感で支えあう障がい者の生活支援への取り組みと福祉社会の共創 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 豊中市 株式会社スタイラーグラフィックス 4120901030204 内食事業に参入！独自の鯛だしスープを考案した人気のもつ鍋セットの通信販売 福井寛之

近畿 大阪府 大阪市北区 ＡＲＩＨＩＲＵＡ 淡路島特産品を活かしたプロダクト開発及びオンライン活用事業 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 貝塚市 Ｌｉｋｅ合同会社 9120103002204 英会話とプログラミングを兼ねた非対面型教材開発と相互代理店事業の展開 竹内　友章

近畿 大阪府 茨木市 株式会社クレセル 3120901014918 ピタットハウス初の試み～不動産屋さんがカフェを併設して、地域のふれあいの場を提供する～ 中井　学

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社岩佐 5120001074803 伝統・職人文化を守り、こだわりの製品を小さな家族のために 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スコーレ 4120001044410 ドイツのファンゴコスメで、自宅でホテルライクな時間を 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 グレイス株式会社 5120001168844 台湾菓子万華（台湾焼き菓子のテイクアウト販売及びＥＣ販売） ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スマートグループ 8120001198632 大阪府では初となるテレフォンアポイント業務を行う就労支援Ａ型事業 棈木　光司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ネジコ 5122001022700 時計の取引相場情報提供システムの構築 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 ＳＡＧＡＲＡ デジタル技術を活用した非対面非接触型宿泊事業への進出 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 井上清株式会社 9120001074683 紳士服メーカーが縫製する唯一無二のペット犬オーダースーツ販売事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 ベースメント 非接触型テイクアウト専門ハンバーガーとバンズの製造販売事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社グラワーズ 7120001146625 ブランディング動画・採用動画撮影に特化したビデオグラファー事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 池田市 有限会社今仲酒店 5120902017208 酒類の小売業から「高級酒・高額酒専門オンライン販売」への新分野展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社サカエ屋サンミート 9122002002326 神戸ビーフを使用した高級そうざいの類の製造及び販売 税理士法人平岡会計事務所

近畿 大阪府 門真市 株式会社ドムス 1120001157842 インフルエンサー及び異業種によるアパレルブランドスタートアップサポート事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゴリノス アクアリウムの癒しＩｏＴ技術で実現！高齢者福祉と障がい者雇用 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市住吉区 サブロクカンパニー株式会社 4120001231529 鹿児島などの国産フルーツを使ったソフトクリーム・クレープの専門店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社モンゴロイド 9120001177775 極上の１枚で在宅ワークも快適に！男性用下着の開発とＥＣ販売事業 森井　義英

近畿 大阪府 茨木市 株式会社永光 6120001075271 『ママ』が喜ぶ環境を活かした作業請負事業並びにコロナ禍でも安心継続して学べる学習塾の運営 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 あっとほーむばー　ぼくるーむ ラジオブース付きのカフェを新規開設 髙司　浩史

近畿 大阪府 茨木市 北部酒販株式会社 3120901001998 「ＢｔｏＢ・物品販売」から「ＢｔｏＣ・製造販売」へ 茨木商工会議所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社マツミ 3120901002071 賃貸マンションオーナーとプロ業者をつなぐマッチングサイトの運営 ディア行政書士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ｍｉｄｉｃａ 9120901039851 お家から始まる地域体験ゲームマップで、地域活性化と親子の時間をつくる 吹田商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 Ｋｅｅｐ　Ｔｒｙｉｎｇ 高い技術でＢｔｏＣへ挑戦！ショウルーム営業戦略 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社種村建具木工所 4120002011509 ＂ＴＡＮＥＭＯＫＵ”組子製品の再構築！顧客ニーズ充足で新市場を開拓 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社サンエイプラテック 1120101049733 電気・医療・文具分野から生分解・耐熱食器分野への新分野展開 税理士法人マークス

近畿 大阪府 八尾市 株式会社山西鉄工エンジニアリング 5122001031016 大口径フランジの高精度化への取り組みによる新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＺＥＮＯＮ 9120001131939 脱毛を中心とした男性向け総合美容サロン				 塩津　友輝

近畿 大阪府 吹田市 アートウエルド株式会社 9120901005143 自分仕様にカスタマイズできるオーダーランドセルの開発と小売業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社中井レストラン企画 5120002037544 ビール専門店の知見を活かした自社ビール製造による船場地域の振興 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 マルイチエクソム株式会社 9120001159518 省電力ブロー成形機による、電気自動車向け部品量産体制構築事業 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社サウンドイート 9120001213365 飲食店×ＳＤＧｓ型シードル製造・販売業で共感マーケティング 平　了輔

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社ありす 3120102022712 これまでの実績を活かしたグループホーム事業への新分野展開 帖佐　彰也

近畿 大阪府 大阪市西区 東洋特殊鋼業株式会社 5120001045804 ３次加工の内製化による一気通貫生産体制構築と新分野展開計画 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大野鉄工所 1122001026622 門形ＭＣ導入による破砕・粉砕機械の本体部品加工への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社リバイト 2140001032679 ネット通販事業者が淡路島で大規模リゾート貸別荘群の経営に進出 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中谷食品 9122001005544 高齢者の豊かな食文化形成に貢献！「昭和の御用聞き営業スタイルのＤＸ化」 大橋　弘幸

近畿 大阪府 堺市中区 竹野染工株式会社 9120101004920 就労支援活用エステ手ぬぐいでＣＯ２削減！男性専用脱毛サロン 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Ｈａｒｕ 5120001217502 足湯カフェ・物販（お土産）・宿泊・レンタル浴衣サービスを行う複合施設の運営による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 エスオール株式会社 8120001154998 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 大阪市中央区 一般社団法人味付けアドバイザー協会 4120005019053 安全性の高い「発酵調味料」及び「無添加、無農薬の冷凍食品」の製造・販売 丸山　千寿

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｍａｌｂａ　ｄｅｓｉｇｎ 8120903001661 建設市場の課題解決に貢献するアスベスト対策による安全性に優れた環境の創出 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大東市 日大グラビヤ株式会社 4122001015754 リサイクルシリンダーによる環境負荷が少ない次世代グラビア製版への転換 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ホクショウ 3120001125789 コロナ禍で需要拡大！おしゃれ＆非日常が味わえるグランピング施設の開業 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マックスヒルズ 6120001098941 「３９（サンキュー）体験パスポート販売サイトの構築による『三方よし』の実現」 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 大阪府 大阪市中央区 鑫福株式会社 4120001176914 新事業として「総合スーパー（小売業）」及び「食品卸売業」の開業 丸山　千寿

近畿 大阪府 堺市堺区 大阪設備管理株式会社 6120101001375 カメラ付き自走ロボット等を活用したＤＸ化による下水道の管路調査事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社山田工作所 7120101037823 金属の美を最大限に活かし、デザイン性に優れた「建材新ブランド」　の確立計画 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ひのき 1122001025665 介護事業の経験を活かした地域の健康寿命増進に貢献する宅配・飲食店の実現 東大阪商工会議所
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近畿 大阪府 大阪市西区 大博鋼業株式会社 2120001038901 鋼材卸売業から金属製造検査ロボットＳｉｅｒ事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ストリートイーグル 1120101055599 スリランカへの自動車修理部品を安定供給するため、自動車解体業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 富田林市 林鋼材有限会社 9120102017236 ダイカスト業界の縁の下の力持ちになるために、新たなモノづくりへ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人日本インバウンド促進協会 4120005019846 ホテル宿泊者専用デリバリーサービス 白井　和之

近畿 大阪府 高石市 株式会社セレクション 2120101024719 脱コロナ！落ち込む景気と消費者の健康を会員制ジムでリフレッシュ 税理士法人ユーマス会計

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ファーストミート 1122001024188 大阪府全域を商圏する食肉卸業者の、高コスパ焼肉店への挑戦！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東海ドライ 3122001004832 抗菌用スリッパクリーニング事業への進出 守家　隆

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社新日本テック 2120001001974 研削盤・ワイヤ放電加工機の導入による鉄心（コア）用プレス金型への新分野展開型 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社新ニッセン 5120101047758 医療品の海外依存脱却のために短繊維製造技術で医療業界へ進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ホテルトータルサポート合同会社 6120003016694 新たな価値を提供するワーケーション施設の運営による地域活性化の取組 中西　光彦

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社サンフィールド 8120101020159 持続可能な開発目標を付加価値とした、白浜リゾートコテージ運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アルカットワン 6122001000341 新型モデルの半導体製造装置部品の受注を目指すためのリードタイム短縮等による量産対応 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社セオリー 2120001136473 希少肉提供とデータを活用したサービス提供を行う焼肉店の運営 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｋｈｅｐｒｉｓ　Ｊａｐａｎ 7120001180814 ゲーム・ＡＩ・ＶＲ分野のデータ処理システム機材のレンタル事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ケムリプロダクツ株式会社 7120001178619 オリジナル燻製を強みに、飲食業から中食市場向け加工食品製造販売業へ挑戦 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 有限会社明光ステンレス 9122002004974 Ｘ線ＴＶシステムの構成部品製造を通じた医療機器製造業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ケー・アンド・ビーインターナショナル 3120002051522 天空の城「竹田城」が眺望できるグランピング施設の開業事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 Ｋ＆Ｔインダストリー株式会社 9122001031672 粉砕機メンテンナンスの専門技術と中古粉砕機品を有効活用した事業転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大東市 昭和電機株式会社 3120001015148 作業環境改善需要を見据えた、製造業からサービス業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社日本自動調節器製作所 4120001016673 加工技術を基盤とした隣接市場への参入（新分野展開） 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 柏原市 株式会社井上金属 8122001024644 日本の脱炭素社会実現に向けて！「次世代電池」の精密部分製造 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ＥＮＪＯＹ　ＴＲＵＳＴ 9120001169384 既存事業のプロモーション力を活かし、水辺を活用した島グランピング施設の開設・運営計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＦＬＹＩＮＧ　ＢＩＲＤ 8120901032592 リユース機器を活用した次世代ＤＸ宿泊施設ｉｎ奄美大島 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 四方工業株式会社 1120001009928 金型設計、製造に関する技術力、品質力を生かした車部品製造への新規展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 シンコーエステック株式会社 1120001010027 新素材である特殊鋼が加工可能な設備の導入による、ＥＶ車体搭載制御器の製造計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 山本産業株式会社 3120901017400 医薬品製造業界向け「クランプ式バルブ」内製化への取組を通じた多角化事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社坂井印刷所 4120001007508 高級パッケージ開発による新規市場への進出 大阪セントラル税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エムズジャパンセキュリティ 5120001037512 コロナ禍でも人気沸騰中の淡路島で大型犬と共に宿泊できる一棟貸しヴィラの開業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社野村鍍金 6120001050398 電池製造装置に用いる金型への高硬度被膜の試作開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社富士光芸 3120002016871 地域を楽しむライフスタイルホテル事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社富士鉄工所 3120001050608 新分野展開参入のための専用プレス機導入による事業再構築への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ヤマトエンジニアリング 6122002009646 薬液注入用ミキシングユニット製造技術確立による土木分野への進出 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社奥和田健建築設計事務所 2120001130617 オフグリットシステムを活用した、感性を豊かにする「賄い付きサテライトオフィス」の運営事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 柏原市 東研工業株式会社 7122002015858 医療機器分野など多岐にわたる部品加工を行う製造工程を構築する業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社班家食品 7120001093842 自社技術と急速冷凍機により自社キムチを冷凍食品として製造販売する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 サンキユー工業株式会社 7120901023873 高性能設備を備えた新工場を建設し、半導体製造装置の制御盤市場に新規参入する。 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳＡＮＴＡＶＥＬ 4120001185584 ＩＴを駆使した低コストで生産性の高い無人対応型ホテル事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＬＵＣＫＥＬ 9120001197237 コロナ禍でも成長しているグランピング事業への新分野展開 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社カイトアーキテクツ一級建築士事務所 4120001217577 コロナ禍における生活様式に合わせた新しい家具及び建築商品の提供 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

近畿 大阪府 東大阪市 協和精工株式会社 8122001002006 大型製品加工の高精度化で半導体装置やロボット市場で事業拡大 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 有限会社極東化成 2120902018175 半導体製造装置用流体機器部品の生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 阪南市 株式会社尾崎スイミングスクール 6120101044548 河内長野市のフォレスト三日市における新店 中西武重

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社帯谷印刷所 3120101037562 印刷事業で利用していた建物を改装し、食堂事業とレンタルスペース事業を開始する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社中部成和 3120001166354 ホテル運営管理ノウハウを活かした障碍者グループホームへの新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アオキカヌーワークス 7120001148919 遊休資産を活用し家族（愛犬）と一緒にワーケーションを満喫できる貸別荘事業計画 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 南河内郡千早赤阪村 まつまさ有限会社 9120102017343 金剛山に関する知見を活かしたアウトドア用品の販売による事業転換 廣瀬　育弘

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オールワンシステム 5120001174999 業務ソフトやＯＡ機器の小売業から業務ソフトサービス業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 関西住建株式会社 1120001040395 リハビリ用運動施設併設・障害者向けグループホーム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 オガワ産業株式会社 4120001034502 塗装設備導入の全プロセスにコミットするフルオーダー型支援業 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社いくお 9120001074270 創業６６年の歴史を有する伝統の味を日本全国の食卓に届ける！ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市旭区 大阪ミーリング株式会社 1120001001380 ＣＮＣ複合旋盤の導入による総合金属切削事業の再構築を目指す 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社アイティーオー 4122002000185 飲食店ノウハウを詰め込んだ冷凍食品開発販売による業態転換事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 尾崎正敏 生ドラムオンラインレッスンを防音設備完備の自宅スタジオで実施 山本　文則

近畿 大阪府 泉佐野市 日昌電気制御株式会社 1120101056663 開発したｉｏｔ装置で新たな主要事業構築計画（下請けからメーカーへ） 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社河上 4122001013857 中型プロペラシャフト製造による中型船舶市場進出と販売単価向上策 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 豊中市 株式会社コタキクリエイティブワークス 9120901029431 働き方改革による在宅ワークスペースユニット製作及び販売 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｏｎｅ株式会社 7120001212154 ブランディング支援者が取り組む職人依存から脱却するパン販売店 斎藤　秀樹

近畿 大阪府 守口市 株式会社デルタ 2120001160069 防水から耐震へ　特殊塗料を活用した耐震・防災工事への参入 株式会社シャイン総研
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近畿 大阪府 東大阪市 中嶋食品工業株式会社 3122001005525 老舗昆布問屋が創業１４６年の伝統を守りつつ新分野展開に挑戦し売上拡大を図る 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 ひつじや衣料株式会社 6120101006011 裁断機導入と自社ブランド発足を行い、ＥＣ販売を展開する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社大市珍味 6120001010261 勉強を頑張る子供を応援したい！　冷凍弁当スタディッシュシリーズ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 有光工業株式会社 6120001013933 パッキンレスポンプを搭載した新インバータ制御システムの開発・販売 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ライフケア 3120001163896 ノンブランドＡ５・Ａ４ランクの黒毛和牛を、安価・高品質で提供する焼肉店併設精肉店の開業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社淀紙器製作所 4120001016541 オンライン・小規模店舗向け、購入後の経験を創造させるパッケージ提案事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＡＺＧｒｏｕｐ株式会社 9120001224230 非対面型１棟貸しホテル運営事業で新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社５５カンパニー 5120101059514 「公園とともにある３Ｒカフェ」のパークサイドカフェ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファンダーラックス 2120001186139 ～誕生から終活まで～セルフで撮影可能な専門写真店への新展開 新酒　芳斗

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ナガタカーボン 8120901016125 自動生産により新たな需要を取込み、収益性を向上させる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 トップマン工業株式会社 5122001005267 独自製品販売のＥＣサイトと３ＰＬサービスで売上回復に挑戦！！ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 柏原市 泰山ビル株式会社 7122001020710 空きテナントを利用した２４時間営業フィットネスジムの経営 裏野　榮士

近畿 大阪府 柏原市 三原精機株式会社 2122001021259 自動車部品製造ノウハウを生かした半導体製造装置部品等への量産対応 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社計数技研 5120901028940 熟練外科医の技をＶＲで追体験する教育コンテンツ「追いトレ」の提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 米田精工有限会社 8122002015114 ＭＲＯ案件新規参入のために連携して取り組む事業再構築事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＬＵＥＨＡＲＰ 5120001232550 セルフモバイルオーダーアプリとデータ分析ツールの開発提供 ストラーダ税理士法人

近畿 大阪府 守口市 仲精機株式会社 4120001156370 車載ＥＶ用モーター試験装置のユニット製造を通じた電気自動車開発業界への新規参入事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社テクノファーム 1120101030189 メイドインジャパンの医療用器具の製造で新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 守口市 トライト株式会社 8120001164386 収益回復を図る障害者福祉事業・キッチンカー事業による新市場への進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社トラスト 4122001027956 「誰一人取り残さない」地域社会の実現に資する障がい福祉サービス事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 櫻ダイニング株式会社 7120001170947 精肉店のイメージを革新する高級ブティック型新店舗の出店で高級肉の販売開始 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 茨木市 有限会社イヤステ 8120902013369 障碍者向けグループホームを提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社リバテック 7120101007974 自動車部品から半導体製造装置部品への新分野展開 八文字　正裕

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ヴイーナス化成株式会社 7120001051239 コロナ禍で変化する消費者動向に対応した高粘度新商品の新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大東市 有限会社ワールドファスナー 3122002011729 国産木材にこだわったデザイン家具製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファーストブランド 8120001107329 オンラインで完結可能な専門家と生活者を繋ぐ新サービスの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 若水技研株式会社 4122001008007 コロナ禍において市場拡大の進む精密医療機器製造用部品進出事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社タブチ 5120001020749 医療用銅管用「火無しワンタッチ継手」の量産体制の構築による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アメリカンネットサービス 4180001054742 ペットと泊まれるドッグラン付き貸別荘 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 米田精工株式会社 8122001008333 新素材デンタルユニット部品専用ライン構築による海外進出計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 富田林市 理光フロートテクノロジー株式会社 2120101031335 グローバルニッチトップ企業による世界初の小型超低比重フロートの開発製造による業態転換。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ア・フリーク 9120001197815 立地と経験を活かして複数事業を新たに立ち上げ多角化経営に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リバーシップ 9120901017931 昼営業主体のオリーブオイルで揚げるフライドチキンのテイクアウト＆カフェの事業計画書 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社カームデザイン 8010401072530 世界初３６０°音に包み込まれる３Ｄ音響空間カフェの新規展開 大澤　悠

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社イープランニング 8120101029480 特区民泊から一時利用の高機能レンタルオフィス施設へ業態転換 グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 ヤマヒロ金属 デジタル板金加工体制構築による簡易治具化の実現 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社パッケージワン 3120001030709 包装資材卸売業者による製袋加工の内製化への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ネクスタ 1120001205304 最新のデジタル技術を活用した生産計画自動化システムの開発及び販売事業に進出 安藤　幹根

近畿 大阪府 八尾市 Ｗａｖｅｅｅ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ 健康と体験を組み合わせたジェラートの製造販売事業への転換 横山　昌司

近畿 大阪府 堺市西区 浜寺餅河月堂 いつでも片手で和スィーツエナジバー！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 三精工事サービス株式会社 5120001112851 不透明な市場で勝ち抜くために研究開発力を高める舞台機構研究所「ＳＡＮＳＥＩ　ＬＡＢＯ」の開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社カワイ彫刻工芸 9122002001096 中型樹脂部品向けＣＦＲＴＰ用成形金型の製造技術確立による事業再構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 双葉建設株式会社 7120001004213 自動ドリルマシン導入による鉄骨製作の生産性向上と新規請負事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 藤田金属株式会社 3122001024129 成長市場のアウトドア用品市場へ参入するため製造ラインを増設 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社あきない総合研究所 6120001131504 ＳＡＲＡＫＵ事業への事業再構築 株式会社きらぼし銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社ジェイジェイドリーム 8120002052276 アスベストにも対応する設備・ノウハウを身につけ解体業に進出する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 近江屋高級クリーニング株式会社 8120001051361 生活様式の変化に対応した、衣類の総合サービス事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社山田製作所 1120002012220 ＣＮＣ汎用円筒研削盤を導入することにより、半導体・ロボット分野へ進出する事業計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 晶隆工務店 現場工事での工期短縮を可能にする事前組立工法 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大東市 有限会社山下塗膜工業所 9122002011673 脱炭素、環境に優しい複合乳酸菌機械の導入による事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社グロープライズ 4122001027700 繁殖引退犬を業者から引き取り譲渡販売するペットショップの運営 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社中筋建材店 9120102022038 特許取得・世界初の石膏ボードリサイクル装置製造販売に取組む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 永原工芸株式会社 8120901024961 既存の木材造作技術を活かしてコロナ対応特注家具の製造販売に参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ユーエヌテクニカ 5122001008245 金属成形技術を活用し、拡張式ホーニングツール市場へ参入する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社サードパーティー 6120002059182 ＡＩで筆跡を再現する手書きロボットの開発と手書きサービスの効率化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＫコーポレーション 5120001207998 コリアタウンにおける韓流レンタルスペース事業への新分野展開 湯川　直希

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社松本機械製作所 8120001004311 医薬・半導体向け加工市場への参入を実現するステンレス専用加工機の導入 株式会社八咲

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社明誠産業 1120101053900 ポリエチレン受口部材（呼び径２５０ｍｍ以上）の製造 堺商工会議所
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近畿 大阪府 堺市堺区 伸栄鉄工株式会社 1120101003046 医薬品梱包装置の主要部品製造を通じた「医薬品製造業界」への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 摂津市 英和商工株式会社 1120901009102 塗装ブース設置事業をワンストップで実現し、高付加価値を提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社クボタ建設 7120101053085 “家を買いたい借りたい人”　と“家を貸したい売りたい人”のためのマッチングサイトを創設！住宅購入の新しい形 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 ステンレスプロダクト株式会社 7120001128375 カーボンニュートラル実現に寄与する低負荷発電装置用部品の製造 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 日本電鍍工業株式会社 3120001104264 表面処理の最適化によってメーカーの悩み解決と自社の収益性向上を図る 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ジャンボフーズ株式会社 4122001003511 アスリート等個人向け肉パッケージの販売を実現する小売生産体制構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社Ｋｅｉ’ｓ 5120001124517 造園業職人の人手不足解消と、伝統を守りぬく人材育成および仕事のマッチングに寄与する造園アプリ開発・運営事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社阪奈 7120001021373 フランジの特殊加工を内製化して事業を拡大する再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウィズワン 5122001013047 「ジャパニーズウイスキーの付加価値ブランディングによる製造、販売事業『養父蒸溜所』」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 門真市 宮田ミーリング有限会社 2120002080332 旋削を基盤に複合加工機等を導入し新分野の半導体装置等部品製造を立上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社大路建材 6120101046420 環境を守る残土リサイクルに事業展開し、地域のリーディングカンパニーとして社会に貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ミズマタ 4120101044806 鉄筋ユニット加工体制を整備することによる高品質鉄筋事業への業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社三和ドライ 6120002027131 クリーニング会社が始める、地域密着コインランドリー店 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社かなりえ 8120001218332 既存事業のネイルサロン顧客の要望でヘアサロンを新規展開する 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 粟生産業株式会社 1120001053744 観光資源が豊富な淡路島での体験型宿泊事業への参入 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｎｇｒｏｗｉｎｇ 2120001010694 地域連動する共聴設備を用いたホテル向け独自チャンネルの実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 田倉精機株式会社 2120001020710 工具加工技術による高精度、短納期の工作機械部品製造への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 泉大津市 有限会社ロハスラボ大阪 2120102026029 不動産業から空き店舗を有効活用した地域密着型の自然食料品店運営への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大立製作所 9122001001238 アフターコロナに向けた空気清浄器、医療・衛生用製品の金型製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ソーシャルニード 4120001186748 既存事業所、店舗を活用した訪問介護とデイサービス事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ヨガン 6120001131594 マシンピラティスのグループレッスンと姿勢矯正オンラインレッスンの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＪＹＯＵＥＩ 5120001224168 ソフトフランスパンの製造販売に新規着手する事業再構築計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 柿本雅一税理士事務所 テレワークでの申告業務を実現するためのクラウド法人税ソフトの開発 馬場　明彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大作 2120001066497 地域住民の憩いの場と景観保護地区を守るための新事業への取り組み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社中野鉄工所 9120101005605 鉱山における資源の掘削作業用自動車タイヤに圧縮空気を補充する装置の生産。 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 有限会社廣栄シヤーリング産業 6122002013664 車両・建築業界向けに、長尺材の新加工部品にて新分野展開と事業拡大計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＭＡＲＵＩ－ＰｌｕｇＩｎ 7120003011728 日本舞踊のバーチャルリアリティー（　ＶＲ　）練習アプリ・ゲーム 小澤　悠二

近畿 大阪府 八尾市 株式会社プランドール 9120001116320 飲食業ノウハウを活かした地域密着型食パン専門店の新展開 木村千春

近畿 大阪府 阪南市 株式会社山吉 9120101044818 地元希少ブランド牛を使用した焼肉を日本料理店で新規提供する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社大光 7120001212476 産業用ドローンのスクール運営によって事業を再構築する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社メイクエイト 1120001196502 次世代３６０°ＣＶＲ動画不動産売買システム 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社プレジール 7120002054918 ヘルスリテラシー向上を目指し２４時間フィットネスジム事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社カワラヤ 8120001195860 店舗事業の脱却によるグローバル向けｅ－ドラッグストア事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社英 5120002052717 大阪市内のバリバリ働く社会人を心身共に健康増進「プライベート個室サウナ」事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウイングス 2120001122449 個別建設機械の間接材のＥＣサイト構築による建設機械業界の効率化とＤＸ化の推進 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アルファインターナショナル 6120001178594 プレジャーボートで創出する新たなアウトドアリゾート創出事業 米田　大作

近畿 大阪府 大東市 荒木産業株式会社 2120001110065 再生ガラスを使用したインターロッキングブロック製造ライン導入による新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＥＳＴ電設工業 6122001025537 電気設備工事事業から焼き物用の粘土の乾燥装置を製造販売する新しい事業の確立 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社加来金型製作所 2120902008457 設備導入によるＥＶ自動車部品分野への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社新家 5120001141074 熱ひずみの少ないファイバーレーザー加工機を導入することによる新分野への参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アドホックス 6120001125340 建設作業員の安全を守る次世代建築仮設資材ミレニュームの施工サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＦＥＲＩＡ 4120001146479 美容院を中心とした複合施設事業 畠田　孝子

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社フリーライン 5120101055389 使用済ベントナイト液の再生プラント設立と資源の再利用推進事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社清水製作所 2120001003525 厚板特殊鋼材製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社光明きゃん 5120001126711 畳の隙間や畳裏に配線可能な「ＴＡＴＡＭＩ　ＣＡＢＬＥ」で「日本の美しさを世界へ」伝える。 長谷　有希央

近畿 大阪府 東大阪市 シンワパックス株式会社 1122001003638 環境配慮新素材の再生ペレット事業への参入による樹脂成型業からの業容拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＩＯ・ＯＮＥ 5120001162723 企業就職等のマッチング・サービスを付加価値とする、クリエイター向け特化型コワーキング・スペース利用サービスの提供 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社セルバ 7120001114623 人材派遣会社向け汎用システム開発販売と人材派遣事業の実施 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社リコウ鉄工建設 3122001020631 鋼材加工の内製化によるセミオーダー式システム軽量鉄骨工事の実現 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社セレモニー真希社 2122001026522 完全個室とオンラインを組み合わせた感染対策葬儀場の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社キコ・ステンレス 5120001152947 非鉄鋼材問屋から地域企業との連携による省人化機械メーカーへの転換事業 枚方信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社日精鉄工 4120002027918 カーボンニュートラル実現に貢献する水素エネルギー分野への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 セルノイド株式会社 7120001192652 沖縄県産素材とフコキサンチンを組合せた新規機能性素材の製造 那覇商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社吉﨑精工 1122001030112 精密微細加工技術を活用した新市場開拓計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 ＳＣＹグループ株式会社 8120901034861 コロナに負けない！管理栄養士監修の糖質オフお好み焼き！冷凍自動販売機での販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 佐藤精機株式会社 2120901006610 コロナ禍における収益基盤強化に向けた医療機器産業への新規進出事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ふじえ 9120101044982 射出成形技術を活かしカーボンニュートラルに、貢献するウィンドウウォッシャー液の製造開始 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉南市 エースプリント株式会社 1120101043991 インクジェットプリントで多品種小ロットの要望に応える取組み 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 堺市中区 有限会社プラザヴィバーチェ 9120002040619 食を通じて、地域の輪を広げる事業 ＲｅＨｕｇ株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社正分建設工業 2120101049773 足場レンタルから次世代足場仮設工事まで足場総合商社体制の構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市北区 ブレイズ有限会社 7120102012040 卸売業から非接触型美容サービス業（セルフエステ）への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ループ 1120001209040 障がい者向けグループホームを開設し障害福祉事業へ新分野展開 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市住吉区 合同会社アンシャンテ 8120003009226 集客が難しい時間帯の収益化を実現するフットサルコートの運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社青山製作所 2120001175414 医療検査機器向け板金製品に新規参入のための複合加工機導入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社神宗 3120003001385 画期的新製品の発売とオンライン販売の強化による業容拡大 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ＨＩＢＩＫＩ 1120001214651 化粧品容器対応加工技術獲得とグリーン一貫製造ライン構築で新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社アーティフィス 6120001146733 ホログラムタッチレス端末の新型開発及びパッケージ化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社優都 1120101027879 不動産取引業における住宅設計の内製化への参入に伴う業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 大阪南部合同青果株式会社 8120101001126 卸売市場直営、フルーツサラダスイーツの実店舗とＥＣ販売で新事業展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 大東市 株式会社ｂ．ｆｒｅｅ 2122001032545 ＩＣＴの積極活用で職員にも利用者にも優しいデイサービス事業 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市中央区 マイ企画株式会社 7120001133549 ゴルフシミュレーターを使ったゴルフ練習場を開業することによる事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ケーオー 2122002001466 ＢｔｏＢの金物製造から個人向けのオーダーメイド家具製造に進出する計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＥＧＳインターナショナル 6120001207592 「幼児教室×プログラミング教室」による、次世代教育実践教室の展開 新酒　芳斗

近畿 大阪府 東大阪市 作道印刷株式会社 8122001002682 パッケージ中心から企画商品等の多品種・小ロット印刷への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 藤田珈琲株式会社 6122001006248 コーヒー豆の残渣を利用した有機肥料製造業への新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ベスト 6120001139068 印刷技術を活用したデジタルプリント事業により再構築を行う 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社奥井鋼業 3120101030757 豊富なノウハウを生かした環境美化用品アッセンブリー事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 ホープインターナショナルワークス株式会社 3120001144624 アパレルに特化したリメイクマーケットプレイス事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 関西製紙原料株式会社 4120105007040 脱炭素社会の実現に向けた廃プラスチック環境貢献プロジェクト 立田　博久

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三晃鍍金工業所 3122001002943 ものづくりの未来を支える「Ｆｕｔｕｅｒ　Ｍｅｋｋｉ　Ｌａｂｏ」の開設による新分野展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ココハウス 8120901038945 自然エネルギーを活用した発電体験型キャンプ場 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社シンコー・サイエンス・コーポレーション 6120001103478 市場拡大するソリッドコスメ（固形・半固形様化粧品）の製造・販売事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 豊中市 ニチマン工業株式会社 1120901025140 試作品製造を基に新設備を導入し医療・食品の部品製造を新規立上げ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 ヒサクラ印刷株式会社 3120901033728 蒔絵技印刷技術の継承と最新の印刷技術を活かした新市場への挑戦！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ミズワン 7120001090328 アパレルのノウハウを活かし「服好きが集まる場を運営する事業」へ転換 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ロックスリーエンターテイメント株式会社 4120001219739 デザイン力及び導線設計力を活かしたグランピング事業による地域活性化事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 和泉市 山本産業株式会社 7120101042014 非繊維製敷物市場への新規参入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 大阪市鶴見区 株式会社朝日化学工業所 1120001001406 新エネルギー及び燃料電池向け『高純度ギ酸』の開発プロジェクト 株式会社大垣共立銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ソフトウェアマネジメントセンター 8120001066236 地方創生を推進する新しいライフスタイル市場向けＳＮＳ事業参入 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社松原鉄工所 2120001058478 特殊用途コンプレッサー市場への参入による新市場開拓計画 湖東信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エボリューションクリエイト 6122001012592 「マッチング管理システム」開発による事業再構築を目指す 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 富田林市 ハイテン工業株式会社 1120101031121 高温熱間鍛造可能な金型で航空機・光学素子部品に新分野展開を図る。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社エフ・アンジェリ 3120002057800 ウェディングドレスレンタル事業の新需要を自ら創出する業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社ホープクリーニング大阪 5120002073060 ２４時間営業スタイルの構築と家庭洗濯のトータルサポートの提供 京都信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ホンダ設備工業株式会社 1120101049205 需要が高まっている電解水生成装置販売・設置事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 林田工業株式会社 9120001150410 全国から金属加工役務を受注できるＥＣサイト 京都信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社テックエキスパート 2120002063270 障害者が在宅作業できるクラウドシステム会計記帳事業 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイ・オー・ワン 8120001146252 リアルイベントと遜色ない賑わい感動空間を作り上げるオンラインイベントプロデュース事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社日通国際企画 9120101047705 既存の貸切バスを車いす対応車両に改装して新たな需要を取り込む事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 村上精機株式会社 8120101007346 新たに医療用カメラ部品の製造業に参入し多角的な事業を目指す再構築事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社エムズネットヤマキタ 3120002019635 特許技術を用いた０．０１㎜薄削りの、極上鰹節ギフトの製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 オリカ産業株式会社 4120001062107 国内初の低環境負荷折箱生産体制構築によるＳＤＧｓ適応型折箱事業の強化と新市場の開拓 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 吹田市 三光食品株式会社 1120901033721 希少部位を扱う食肉卸業からＥＣサイトを活用した食肉販売業への事業拡大 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社南後製作所 7120001015821 ５軸制御マシニングセンタ導入による自由曲面加工への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブランドア 3120001131671 建設業界の人手不足を解消する、移設・脱着が超らくらくなパーティション装置の生産開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＥＰＴ 5120001114369 オンラインＬＩＶＥ配信＆非接触スマート受付システム「スマートストリーミング／スマートレセプション」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＢＢＪＣ 5120001126934 ＡＩ活用型バーチャル観光×越境ライブコマース事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 デコラティブシステム株式会社 2120901009753 平面粘着フィルム印刷のトップ級企業が挑む「三次元立体フィルム印刷」へのチャレンジ計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社和泉加工所 7120101051213 新たに半導体製造装置向け部品の挑戦を行うため生産設備を革新する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 トランスオーシャン株式会社 9120001102592 洋上風力発電向け重量貨物に特化したバージ船利用海上運搬事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社モトックス 2122001007324 ワイン・食品の高抗糖化作用に基づく３種の健康促進サービス事業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｇ’Ｓｔｙｌｅ 9120001163635 居酒屋からランチメイン台湾料理店への業態転換 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340 難削材加工におけるワンランク上の加工精度への挑戦による新分野展開 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＡＩＳＨＯ－ｆｉｃ 9120001200933 広告業の強みを活かしたインドアゴルフへの参入による事業再構築 金﨑　卓也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社中川製作所 9122001014850 金属部品製作にブローチ加工を導入することで業態転換に挑戦する 田中　道彦

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社三光金属 7120002011209 コロナの影響で高騰する建築資材のコストダウンに寄与する金型・試作品の開発 株式会社フラッグシップ経営
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近畿 大阪府 松原市 株式会社フリーセルイズム 3120101028652 物流企業のノウハウを活かし和菓子製造小売への事業転換を図る 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社坂口 2120001208660 アウトドアユーザーを取り込め！自動車販売店が取り組むオリジナルＤＩＹキットの開発・販売 酒井　敏行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社デリコ 9120101004854 食品専門から全業種へ食で福利厚生と営業ツール提案コンサルタント 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ティー・エム・ティー 8120001132616 ＳＵＢＣＬＯ（サブクロ）「宅配型トランクルーム＆コンシェルジュサービス」の事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＭＧＧ 3013301041799 経営のコンサル知識を活かして、犬と入れる焼肉店やドッグカフェ等を開業する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ａ・ＯＣＥＡＮ株式会社 8120001142391 電気工事業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 豊中市 有限会社エフエフ 9120902022154 工作機械用部品の分野への参入に伴う先端設備の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社マルエス 7120101007090 イカフライの柔らか加工技術を活かした「しっとりドライフルーツ」の開発販売 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社タケヤテック 5120001029245 医療検査機器向け大型精密部品加工への新規進出事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 プリマール株式会社 8120901009970 脱酸素技術を用いた新しい化粧品製造工程の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ブンカ 6120001021523 製造卸売業のノウハウを菓子小売業に活かす新分野展開事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 サンワード株式会社 3120001023530 「オンライン縫製スクール」を開設しコロナ禍回復の事業革新を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 住吉金属株式会社 7120001032932 ポンプとモーターが一体となった外接形歯車ポンプの製造による新分野への進出 井関　新吾

近畿 大阪府 摂津市 寺本紙器工業株式会社 7120901009757 環境性能に極めて優れたマイクロフルート製食品トレーの新規製造事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社旭 1120002059253 介護事業所向けランドリー事業への参画 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エヌビー 9120101046500 コロナ禍における薄板精密板金事業への進出事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ＦＩＶＥ 3122002010169 豊かな自然に囲まれて銀製品の加工体験を、燻し銀の宿＠大阪岬町 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社幸田 3120001079151 酒類販売事業のＤＸ化の計画 岡本　亮

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＮＩＴＯエンタープライズ 7120901032544 食をテーマにした屋上テーマパークの立上げプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 和泉市 吉川織物株式会社 9120101042037 経営資源のシナジー効果を高めるアクアリウム事業参入とＤＸ販売戦略の展開 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｋａｅｒｕ 9120001167306 Ｗｅｂ販売代理店構築システムの提供及び支援事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 茨木市 星和ロジテム株式会社 3120901009554 既存物流システムとＩＴ技術を活用した、環境負荷減の仕組みに乗せて月桃茶の販売事業を展開し売り上げ拡大を狙う・新分野展開事 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社フィールトラスト 7120001169394 小規模歯科技工所特化型クラウドサービスでコロナ禍のダメージを乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 吹田市 株式会社サンパック 3120901006551 当社初となる紙器事業への進出によるウィズコロナに適応する事業構造への転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エス・ビルド 3120001104966 銘木端材とレジンが生み出すリバーテーブル「ＭＵＲＵＩ」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ＳＤＫキッチン 2120901030379 豚肉を余すことなく使用した専門店への業態転換 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ソルトムーン 1120002040155 メンテナンス事業に解体事業を加え、小型船舶をトータルサポート 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 光和産業株式会社 8120001020192 脱炭素社会に向けて需要が拡大する、アルミ製品製造業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社飯常製作所 9120101000507 再生可能エネルギーである風力発電向け動力部の軸受、保持器製造の新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 相生株式会社 5120001188710 障害者の就労支援業務の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 光陽精機株式会社 5120101036661 高性能門形五面加工機で電気自動車向け車体プレス重要部品への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フーズクリエーション 6120001131727 飲食店の経営・運営受託会社が新たに手掛けるペット別荘事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社久保合成 6122001030917 クリーンルーム環境でのシルク印刷機導入による容器印刷事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラサンテインターナショナル 5120001051703 移動式本格サウナ販売・サービス提供による総合サウナ事業への新規参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 センダイ工業株式会社 8120001066062 商品包装における脱プラニーズに応えるバイオマス包装資材の開発 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社アイリス 2120101057685 葬儀中心のサービス（葬儀専門サービス）から納骨堂中心のサービス（納骨堂サービス）に業態転換する。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｇハウス 3120001000100 人々のより豊かな暮らしをワンストップで提供するバリューチェーンを構築する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社アンビアンス 4120902013208 美容事業にシナジー効果をもたらすセルフ型フォトスタジオの併設 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社三原 3120101043073 最新装置の導入による磨棒鋼加工の高精度化による業態転換計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社デリコジャパン 4120101048393 企画・開発・生産・販売までを手掛ける食品製造業への業種転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ホクユーメディックス株式会社 7120001058358 高まる非接触認証ニーズに対応するＩＣタグ（ＲＦＩＤ）内封型リストバンド開発と製造販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｔｈｅ　ＤＥＣＫ株式会社 9120001195728 明瞭な価格体系に基づくオフィス改修プランを提供し、職場環境の向上を促進する。 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社シーエスコミュニケーション 1120001102699 プライバシー保護に配慮したエッジコンピューティングによるＡＩ画像解析ソリューション 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社金剛 6120001012324 コロナ禍で急増するネットショップや動画配信をサポートする販促専門スタジオ 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ディープインパクト 7120001120407 美容医療のエビデンスに基づく美容医療関連コンテンツ＆ＤＢ構築による広告業への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 飯田金属工業株式会社 8122001017664 介護福祉機器製造可能とする最先端設備導入による新分野展開 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社セブンス・アール 7120001184856 既存ビジネスの強みを生かした事業拡張 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社エートス 5120101046652 工事用不織布製造国内Ｎｏ．１企業が新たに挑む「鉄道車両向け吸音断熱材」製造に向けた設備計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 辻本紙器工業株式会社 5120001158580 ＥＣ需要に対応するレターパック製造とアッセンブリ加工の構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社辻林鐵工所 4120101004215 リバースエンジニアリング技術を利用した機械部品再生事業への新規参入 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社丸留 1120001070764 富士山を一望できる絶景の本格フィンランド式サウナ事業 鯉淵　拓真

近畿 大阪府 池田市 池田タクシー株式会社 8120901019391 ａｆｔｅｒコロナとＳＤＧｓに対応した「食の楽しみ」の提供 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＮＯＧＩＫＵ 1120901034562 自慢の川魚料理と自家製アイスクリームでＥＣ販売の強化 大城　真樹

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社勇進金型 9122001033470 国内初の天然素材ＣＭＦ　成形技術の確立によるＣＭＦ　成形品製造・販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社袋布向春園本店 8120001015382 強みの茶葉を活用してスイーツ分野へ進出 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イーデザイン 5120001162038 金沢初！インバウンド宿泊業から高機能コワーキングスペース施設へ グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 守口市 合同会社インテグレーション 6120003014426 飲食店からエイジングケアサロンへの業種転換 柴田　壽徹

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 尾崎ウェルスチール株式会社 1140001081033 先端デジタル技術を用いた一貫生産で水素燃料関連市場に参入し脱炭素化を図る 株式会社京都銀行
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近畿 大阪府 大東市 大川創業株式会社 9122001015147 区画賃貸業から脱却し進化した「創業・操業支援型トライアルマルシェ事業」へ挑戦 酒井　敏行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社フォーツール 3122001025465 ＥＶモータ、ロボット等向け円すいコロ軸受金型分野への参入及び新規顧客開拓計画 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市東成区 協立工業株式会社 7120001012133 最新鋭加工機を導入することによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サニーブランチカンパニー 2120001167923 ウィズコロナにおける健康食提供体制の再構築 中澤　悠平

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社テラシステムプランサービス 6120001158704 業界ＤＸを推進する集合住宅工事管理システムの開発及び販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ナッセ 2120001136580 パーキンソン病等の特定疾病に特化した医療・リハビリサービス創出 税理士法人和

近畿 大阪府 吹田市 Ｊ－ＴＥＣ株式会社 4120901018595 未来の技術者育成につなげる　ロボット・プログラミング教室 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市平野区 エーゼル株式会社 7120001119366 就労継続支援のノウハウを活かしダンボール製車椅子の製造を行う 株式会社ハッピー・メンター

近畿 大阪府 門真市 大和技研株式会社 5120001157748 新分野「尿検査機器」への参入を目指すためのパンチレーザー複合加工機導入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社マルキ精機 2120002075101 高精度加工機の導入による医薬品分野への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 杜工芸株式会社 3120101060085 最新鋭の印刷機と加工技術によりデジタルイラストを装飾したインテリア用品製造販売事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 八尾市 相互電機工業株式会社 4122001018955 短納期ニーズに対応する安心安全リユースクレーンの一貫受注事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＥＩＺＯ 6120101046651 富裕層向けマンションリノベーション事業（住まいのコンシェルジュ） ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＲＥＴＯＷＮ 4120001113280 大阪市生野区御幸森小学校跡地活用事業　「いくのコーライブズパーク」プロジェクト！ トリプルグッド税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＰＡ　Ａｌｌｉａｎｃｅ 6122001012758 マイニングマシンを活用したＡＩ画像診断サービスの提供	 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ダイワライセット 9120101049651 自社物件による障がい者向けグループホーム事業で社会貢献 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アスエル・ワーク 5122001025281 脱炭素社会を促進、太陽光パネルメンテナンス事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社Ｗ，Ｂｏｗ．ｐｌａｃｅ 5120101034855 味の大阪「炉端焼わっしょい」だから今までの冷凍食品とは違うんです 前田　康伸

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グリーングラス 6120001124904 立体造形物の制作サービスを目玉とする新店舗のオープン 税理士法人りとく

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ひろみつ 9120901039174 ペットフードと企業向け新商品のＥＣ展開と廃棄食材ゼロへの挑戦 茨木商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社八尾カワサキ 7122001020470 製造・小売・サービス事業の総合的展開による絶版二輪車市場への進出 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エムステージ 3120001097302 封入封函事業の取組みで自社機密工場完結型ワンストップサービスの実現 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社料亭この木 4120102022496 老舗料亭が営む年齢層３０代から５０代の男女を新たにターゲットとした居酒屋店舗の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 井本紙工株式会社 3120001016848 生産性と衛生レベルが高い製造工程を構築し、新たな分野で事業拡大に挑む 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社スタッドラインファスナー 7122002002583 ゴルフサロンでのトレーナー指導により小売市場・補修市場を開拓 特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社メディカルフラワー 5120901028742 地域住民の健康寿命の増進のための整骨院とフィットネスジムの連携事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 7120001122188 オンラインで完結！美容師のキャリア支援と美容室の経営改善 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

近畿 大阪府 松原市 有限会社日本ダイビングプロジェクト 5120102015458 マリン事業からネイチャー＆アウトドアビジネス展開プロジェクト 伊村　睦男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ネオフュージョン 2122001017455 非正規社員の雇用を支援する人材紹介プラットフォーム開発と運営 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ＫＵＭＡピアノ教室 比叡平初！オンライン・音響設備完備のレンタルスペース新設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 双栄建設株式会社 7120901018312 ２００年企業への挑戦！建築業の人材不足を解消する監理団体設立 大平　洋平

近畿 大阪府 和泉市 ラウンジ黒ねこ 喫茶店事業の新規開業による新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社プラスイノベーション 9120001178303 既存の建築工事業に加えて、希少家具の製造販売事業参入計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＧｙｐｓｙＦｉｒｅＳｔｒｅａｍ 9122001032027 【アフターコロナに向け～大雪上川エリア・ランドマーク造成プロジェクト】 小松秀一朗

近畿 大阪府 和泉市 つじい農園 農園の料理教室と大阪産パプリカ加工品製造のためのワークスペース設置と運用開始 古池　和弘

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社勝虫 7120001220066 専門店のブランド力を活かし、コロナショックを乗り切るマルチチャネルを展開する。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 よしもとドッグトレーニングスクール ドッグトレーニングから国際基準を満たすドッグスポーツ（アジリティー）競技施設提供への事業転換 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社華匯商事 9120001135519 会員アプリで繋がる、スーパー・中華料理店・デリバリーの総合的な商圏の構築 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 ＫＡＮＡＵ合同会社 6120903001639 古宇利島ふれあい広場・地域活性化プロジェクト 田中　裕之

近畿 大阪府 東大阪市 ダイセキズナマシニング株式会社 5122001031420 精密部品加工のノウハウを活かした「脱炭素社会実現」へ向けた新分野展開 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 門真市 株式会社塚原商会 3120001158509 抗菌に特化した新たな工事分野への展開と経営リスクの分散 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社イフデザイン 6120001120754 ＩＴ企業の最新ＡＩを用いた教育格差への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社権兵衛 1120002053033 テイクアウト事業の始動による事業再構築プロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 守口市 株式会社鴻進テック 3120001155720 時代を作る新素材（テフロン等）プリント基板試作工場への変革 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社インテリジェント 8122001017202 総合工事業の強みと人的資源をフルに活用できる住宅型有料老人ホーム事業に進出する。 松本　慎太郎

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社山金 4120002019345 水産物仲卸売業が挑む大阪寿司店～街のお魚やさん～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市中区 富士金属工業株式会社 7120101006035 コロナ禍におけるＥＶ部品製造事業への進出 堀田　晃平

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社オーゼットカンパニー 3120001173838 外食業界の発展に！２４時間いつでも行ける美容室への事業展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 箕面市 株式会社フラン・エレガン 2120901036748 食のＳＤＧｓを実現する精肉加工と弁当製造（ＳＤＧｓＢＥＮＴＯ）の展開 株式会社愛知銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スペース 6120901016663 家屋解体時の廃材を木材チップ品に生まれ変わらせる事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 興栄産業株式会社 1120001000408 ＥＶ自動車用電池部品市場への進出をかけた同時５軸加工技術の開発 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 カワセコンピュータサプライ株式会社 2120001077131 顧客体験向上プラットフォームの構築による個人に寄り添った情報提供事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 エルベート株式会社 1120001105099 ネット通販応援、検品・検針～撮影・画像クラウドまで一括受注！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社ＩＷＴカンパニー 1120101027631 ３×３専用コートと経験豊富なコーチ陣による地域の子供のためのバスケットスクールの設立 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 大徳産業株式会社 8120901007314 ２４時間営業の女性専用ジム兼ピラティススタジオ事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社Ａｒｔｓ 7120001139323 舞台装置設計から撮影・編集まで一気通貫で行う動画制作事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 三和合板株式会社 5120001003489 新たな高品質化粧板生産による【合板事業部】の再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ウケゼキ 4120001191252 「特殊紙＆パッケージ」の小ロット・短納期提供による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ
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近畿 大阪府 大阪市北区 エス・ハート・エス株式会社 6120001107231 ファブレスから製造への転換でスカルプブラシのシェア・売上・利益の拡大 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社岩本モデル製作所 4120001147411 微細加工技術チームを新設し、高精度，高品質の要望に応えられる医療用ロボット部品の製作に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社キットカンパニー 5120002024889 内装・広告関連から、イベント／ショールーム分野に進出する事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社プロルート丸光 5120001089000 「いつもの薬が処方箋無しで買える零売薬局」事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社研美社 4120001023232 スマホにＩＣカードをかざし、名刺画像を表示させる新サービスの提供 ＩＤＭ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社インターコスモス 4120001060886 大型デジタルＵＶプリンターを活用しコロナ禍に対応した抗菌等の壁紙を製造、店舗リニューアルニーズに総合的に応える新分野展開 表　順一

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社青木紙工所 8120002066846 デジタル制御設備投資で挑むサプライチェーン変革による再構築計画 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 谷川工業株式会社 5120001024072 コロナ禍の新たなアート！「アール・グラージュ」の販売・　ギャラリー開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社モードケイズ 9120901021504 既存事業の強みを活かした「トリミングサロン」の開設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社テニック 4120001067428 革新的新サービスの展開によるテニス市場活性化計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社エンジョイ 8120002067539 認知症対応型通所介護事業へ新分野転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 さくら家 外食・中食に対応し、新しい楽しみを提供する複合専門飲食店事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社藤原工作所 5120101052262 最新設備を活用した生産体制構築による「再生医療業界」への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 大阪ウエルデイング工業株式会社 2120901000448 大型部品加工に対応可能な生産体制構築による成長市場への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＮＴ　ＭＡＲＫＥＴ 3120001154706 デザイン×安心素材、麗しきお菓子缶を世界へ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｖａｒｍａ 9120901037863 美容師の働き方を改革するオンライン美髪専門クリニック立ち上げ 中井　学

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社小野工機 2120001011890 最新鋭加工機を導入し新分野展開に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＨＵＢａｔＬＩＦＥ 1120901042037 ２０～４０代の「社会で活躍する女性」の健康をサポートするＡＩを活用した非接触型のセミパーソナルフィットネスジム ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ニューミュンヘン 6120901025160 無煙ロースターによる料理提供とワインを中心としたレストランへの業態転換 花田　隆志

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社４Ｕ 6120001124193 アパレルＥＣ事業者向け「売れる商品画像撮影サービス」の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社パブリックヘルス研究所 4120901027687 これが出たらこれを選ぶ！完全的中で看護学生の資格取得サポート 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スギタ 6120001044400 暗闇で光る反射ドットプリントを使ったビブスや鞄などの、防災備品の開発・販売 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 枚方市 株式会社橘電気工事 8120001149949 設計事業新展開による電気設備のトータルプロデュース 久保　憲司

近畿 大阪府 貝塚市 サロンドイワキ サロンドイワキ　ネイルサロンによる事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社八尾金網製作所 3122001020466 試作・設計・開発型事業の製造ライン構築と難加工材極細線金網製品の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社錢屋本舗 2120001023911 それでも人と繋がるために心の距離を近くする暮らしの提案を 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 四條畷市 ｓｐｉｃｅＰＡＲＩＷＡＲ セントラルキッチンとなるガーデンカフェ併設のワークスペース事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社フレンドシップパートナーズ 5120002070974 実店舗オンリーの販売スタイルからＷＥＢオンライン販売のスタイルへ 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社シェモア 1120901028275 「美と健康を追求」するカフェをオープンし、ブランド力の向上を図る 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 グローバル・テック株式会社 9120001108433 既存事業のノウハウ活用と新たな設備で新事業「安全性試験」を事業化 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アドヴェン 5190001004290 ＥＣサイトと冷凍技術で「めはり屋文在ヱ門」の味を全国へお届けします 中川諭

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エスプリフォート 7120001108690 新しい購入スタイルを実現。ＥＣを活用した自動車部品販売事業。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 日本酒餐昧うつつよ 日本酒飲食店が挑む製造小売業への転身 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 テクノジャパン株式会社 3120901018472 訪問看護及び介護予防訪問看護ステーションの設立 本出　一正

近畿 大阪府 堺市西区 三海 バーチャルレストランの開業による寿司専門中食事業への進出 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社和なか 5120001162087 Ｗａｎａｋａ　Ｓｋｙ　Ｔｅｒｒａｃｅ　Ａｗａｊｉ 中川諭

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｉ－ＳＥＥＤ 3120001196376 地元飲食店のＥＣを推進するデジタルを活用した次世代型焼肉店舗経営 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社ユニゲリカー 9150002005263 既存の海外ネットワークを活用した伝統ある酒蔵がつくる日本酒の輸出販売事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 Ｐｏｓｈｄｅｃｏ株式会社 1120902012666 ダンボール加工からアクリル板加工による新規顧客開拓で事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社キノシタ大阪 5120001144201 白馬でのコンパクトプレミアムなアウトドアフィールド（上質な森泊体験）の提供による地域活性化プロジェクト 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 ミナトクリエイト株式会社 5120001090486 保有不動産を活用した、エスニックホテル運営計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＡＩＭＹ 5120001214689 ママビジネスプラットフォーム構築によるＢｔｏＣママキャン事業 佐藤勝裕

近畿 大阪府 大阪市福島区 エ．マ．フ．ル合同会社 6120003018377 ウィズコロナ！共有をさける時代だからこそ浄水マイボトルの開発 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪狭山市 サカイチ不動産株式会社 6120101027528 地域活性化するグランピングとカニ温泉宿のハイブリッド型宿泊事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社竹中木工 6120101021621 下請けで蓄積した技術力を活用して自社ブランド家具の製造販売を行う計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社セレンディピット 9120101029315 ナノレベルの溶剤製造ノウハウを活かした小売り農薬事業への進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 淀川建材工業株式会社 4120001050846 特注品対応能力を活かした高精度なステンレス加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 寝屋川市 スパイラル紙業株式会社 9120001000598 業界でも数少ない美粧紙管容器生産体制の構築による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 三嶋彫刻 微細な刻印加工技術を活かした一貫生産体制構築によるフィットネス機器部品等製造 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 枚方市 株式会社坂本設計技術開発研究所 2120001151992 金型設計のノウハウを活かしたワンストップ製造による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラスプイートアタック 4120001194131 ミシュランシェフ✖医師・管理栄養士による医と食のコラボ宅食事業 三村　淳司

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 コーセン建設株式会社 3120001009686 工事・処理・販売を一本化！改良土をリサイクル販売し、環境に優しい循環型社会への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社たかぎ工房 7122002002880 既存事業「日本料理店」の技術を生かした「お惣菜テイクアウト専門店」の新分野開拓 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社鈴木金属製作所 6120001157615 既存プレス加工業に関連する金型製造業進出による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エスパス 8120001145799 スイーツ店出店による地域リノベーション計画 本倉　康裕

近畿 大阪府 八尾市 有限会社匠金型 5122002016817 ワンタッチ着脱技術を開発トロフィー業界向け金型製作 金園　英也

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社ＡＫＩＴＡ 1122001027851 新聞販売店が行う地域活性化に向けた広告事業 中村　健一郎

近畿 大阪府 交野市 共栄産業株式会社 3120001146967 市場に広がる検査医療分野の製造設備の新設による事業再構築 株式会社りそな銀行
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近畿 大阪府 柏原市 株式会社松徳工業所 2122001021242 表面処理ラインを導入した金属熱処理の高度化による新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 箕面市 明和ビル管理株式会社 6120901025904 ウイルス対策機器専門販売事業部構築事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ジェイサット 3120001198323 現地滞在歴２５年の専門家が運営する旬なミャンマー情報の有料配信およびＷＥＢコンサルティング事業 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市旭区 ココデンタルクリニック コロナウイルス感染症対策した嚙み合わせとエステ・呼吸ストレッチを組み合わせたデンタルエステ事業への進出 株式会社シェアードバリュー

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社イーテック 6120101005038 これまで培ってきたエネルギー関連技術を生かして冷蔵倉庫業に新規参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 トミー整骨鍼灸院 からだの内からも外からも健康で美しく！　整骨鍼灸院併設型フェイシャルエステ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 茨木市 株式会社北摂興産 8120901014616 環境保全・リサイクルのニーズを捉えた残土再生　～　土木工事のノウハウを活かした残土リサイクル事業　～ 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社レブ・クリエイト 2120001137827 テーマパーク演出のノウハウを生かし、熊本復興応援プロジェクト！！熊本の食を大阪で広める小売店舗　製作・経営への挑戦！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 観光開発株式会社 6120001162805 三段壁洞窟×デジタルナイトツーリズム 堂本　道信

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社高木 4120101032884 ＥＶ市場に向けた生産体制構築のための機器及びシステム導入によるＤＸの推進 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ＲＫ商事株式会社 9120001140816 災害時用、レジャー用のポータブル電源の日本国内生産、販売 大八木　勇毅

近畿 大阪府 箕面市 株式会社日本フラッシュ 6120901020814 溶かさず接合する革新的接合技術の開発 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アッシュ 6120001014221 日本の名品を世界へ発信！唯一無二のＶＲショールームサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市生野区 大栗紙工株式会社 5120001017076 パーソナルユースのニーズに対応した新製品の開発から製造・販売に至る一貫事業への取り組み 杉本　庄吉

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｒｉｃｈｉｅ 9120001113631 目指せナチュラル美魔女！心と体が１０歳若返る健康エステサロン 小林　亮介

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アール・ケイ・ティ 3120001011642 地元密着型の建売事業への挑戦 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社天満屋 9120001024440 商品開発と小ロット生産が可能な食品工場の新設による新しい販路の構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社北新工業 2120102013646 絞り加工技術等を用いた工程集約提案で半導体・医薬品業界へ新分野展開を図る 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社矢動丸プロジエクト 7120001071402 事業承継課題克服に特化したオン／オフラインメディア構築と運営 萩口　義治

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社チェリカ 1120001205659 美と健康でお客様に寄り添う。健康カフェ併設の同時施術サロン事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ノーヴェ 1140001088326 「Ｚａｂｕｔｏｎモンブラン」を販売する高級パティスリーブティックのプロデュース 株式会社令和コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＡＳＣ 8120001171886 愛犬も人も住み心地の良い愛犬住宅リノベーション事業 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社い志だ屋 8120002019548 食肉加工食品の開発・受託製造事業の新設を行う新分野展開 奥村・千村税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ワンシング 8120001210784 ショールーム設置による個人宅リフォーム事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市城東区 ワークテック合同会社 6120003016298 清掃技術を活かした安心安全な宿泊施設運営への事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社タケノブ 2120002030568 プラスチック素材の企画設計力を活かしたインドアゴルフ事業の取り組み 内藤　義光

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＪＣＴＮ 4120001228491 ブリューパブから世界に羽ばたくクラフトビール製造業への転身 豊中商工会議所

近畿 大阪府 箕面市 かたおか歯科クリニック ホスピタリティ溢れる高齢者に特化した歯科医院 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社安本事務所 3120002041911 元日本チャンピオンが教えるボクササイズと薬剤師監修メニューで女性の悩みを解決する新しいカウンセリング事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社鷺森製作所 1120001014878 トレーサビリティを活かした半導体機械装置部品の製造 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社キャプテンライン 7120001115142 国内初のクルージング付きグランピング施設 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エクストリンク 4120001223443 幅広いサービス業の集客支援ＡＳＰをサブスクコンテンツとして提供 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ソルテック工業 9120001017873 建設事務に特化した就労移行支援及び人材紹介・派遣事業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社グラスヒルズ 7120101046072 地域のための、先端設備を導入した野球塾・スポーツ施設の提供 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社タナック 3120001066942 ＡＩ搭載型『技術継承・人材育成』システム・アプリ開発で国内および世界展開する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社きせんコミュニケーションズ 4120901021772 多職種連携地域活性化プロジェクト住宅型有料老人ホーム 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ハイネスコーポレーション株式会社 1120001092965 高齢者の住まい・施設　管理運営会社向け　入居者管理システムの開発 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社八十島 6120001174206 ミスト方式で非接触、ふき取り不要の除菌・消毒機器の製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エヌ・トライブ 8120001188889 新たにＷＥＢでの非接触リテールツール開発分野に展開する事業 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市中央区 あっと株式会社 4120001140845 非侵襲毛細血管スコープの医科向け機器開発事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＤＲＡＷＥＲＳ 7120001198162 サステナブルを泊まって体感　貸別荘と再生品の新しい販売方法に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 菊水株式会社 3120001193209 新たな働き方×バケーションによる「与輪島まるごとワーケーション」の実現 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オーダム 6122001021890 コンシューマ事業の新たな提案。廃棄から再資源に転換するサーキュラーサービスの展開とＳＤＧｓへの取組み。 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ユアーショップ 4012701010660 閉校した中学校を使った生活と就労の支援を行う障害者福祉事業 神園幸太郎

近畿 大阪府 大阪市北区 クジラ株式会社 8120001127681 地域密着型シェアリビングによる家具販売事業 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 クルーズカンパニー株式会社 3120001078590 コロナ禍でも安心・安全に使用できる防災商品の企画・販売 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カインドリフォーム 9120001117814 地域Ｎｏ１．リノベマンション特化型不動産仲介売買事業への業種転換 丸山　達也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社光陽 6120001020194 創業６５年　バイク・自転車でアットホームイノベーション 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社加島機設 9120001054479 玉掛作業員とラフテレーンクレーンのオペレーターの一体派遣事業 中尾　元信

近畿 大阪府 箕面市 クモノスコーポレーション株式会社 9120901020373 ３Ｄデータに新たな価値を与えるデータ管理プラットフォーム事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社タマテック 3122001028682 ５軸マシニングセンタを活用したドローン用高度部品分野等への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ハードロック工業株式会社 1122001005881 軸受固定用に新開発した精密緩み止め部品の生産に伴う新規設備の導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＡＹ建設 7120001174089 建築業界専門シェアオフィスを開始。スイミー効果で事業力ＵＰ！ 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 豊中市 パルナス商事株式会社 8140001050857 店舗移転による製造力強化及びキッチンカー販売・地域密着フードロス削減ビジネスの展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社熊五郎 2120901023556 大阪のご当地グルメ・野菜を通じて、大阪の魅力を全国、世界に発信するレストラン 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 浪芳庵株式会社 5120001086278 和菓子文化を次世代に継承する為に　和菓子素材を活かした新しいパンの店を作ります 橋本　博

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社クーバルＣ３ 2120001161471 社会の課題を価値に転換する生きる活力循環型飲食業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社万代建材 6120001185475 ツキ板加工業者から別注家具製造業への業態転換 岩﨑　大
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近畿 大阪府 東大阪市 おうちカフェチャトラン 高齢障害者の特性に即した就労継続支援Ｂ型の創設 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社シェンゲン 9122001027299 ｓｏｃｉａｌ　ｇｏｏｄな学童保育 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 門真市 栄光技研株式会社 1120001157140 加工できる線径・材質を拡大し、コロナショックからＶ字回復 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ケイ・エス工業 5120002026910 板金加工分野への進出と空調工事製品の内製化を通じた事業再構築 大串　智之

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社小林メタルパーツ 4120001020205 アクセサリーの限定生産。ＥＣで世界に一つという価値を届ける！ 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 茨木市 有限会社グリーンリーフ 8120902010119 予防介護・給食・障がい者就労支援の複合事業による事業再構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＷＥＤＧＥ 6120001138549 ＤＸ化と複合事業の相乗効果で社会的弱者が働ける福祉企業へ転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 共栄合金鋳造株式会社 7122001001941 青銅バルブの直売ネットショップ開設。鋳造からワンストップをオンラインサービスで！ 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 東信洋紙株式会社 7120001015689 デジタル孔版印刷機を使ったオリジナル作品を制作するラボの運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 堺市北区 有限会社千総 6120102002612 ＨＡＣＣＰ工場を活用した食品開発のトータルサポート事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＵＺＵＭＥ 2120001212919 非接触・非対面のモバイルオーダーシステムで、運営を効率化した焼肉店の開店 澤井　美香

近畿 大阪府 箕面市 日本テクノ株式会社 2120901001660 オーガ用スパイラル羽根材及びスクリュー製品の専門メーカーへの一部業態転換 杉山　孝一

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｔｒｉａｎｇｌｅ株式会社 9120001187502 ドローンで遊べ、さらに操縦ライセンスも取れるキャンプ場の運営 森田　大

近畿 大阪府 大阪市港区 辻産業有限会社 6120002015672 先端的なＩＴを活用し、完全無人・完全非接触の個室サウナを運営する事業 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市西区 中海鋼業株式会社 6120001045976 ロボティクス・オートメーション倉庫により効率化された物流業への参入 岩﨑　大

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＡＦＲＥＸ 5120101000469 高付加価値製品である一体ろう付けのオールアルミ製品の事業化 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市西区 長谷川工業株式会社 2120001036095 電動キックボード活用による、より便利な社会の実現に向けて 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 たじま炭火焼肉　輪が家 アフターコロナ時代に新たな“集いのＢａｒ”新規開店事業 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カスカード 7140001006876 冷凍パンの商品化を通じた店舗販売へ依存しないＢｔｏＢ事業の立ち上げ 北本昌芳

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＢＩＰ 2140001031722 地元兵庫県の神戸牛・但馬牛を使った焼肉店の新規展開による事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 石原登記測量事務所 ３Ｄレーザースキャナー、ＧＮＳＳ導入による新サービス提供体制の構築 佐野　良太

近畿 兵庫県 赤穂市 あきた歯科 ＩＴ最新技術と歯科医の専門技術を活用した「デンタルエステ専門店」の開業 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 西宮市 インプット株式会社 1140001070993 女性が輝く場として、防犯事業者が行う安心のシェアオフィス事業 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社うんつく 6140002037987 遊休不動産を活用した蕎麦屋開業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エムフード・ジャパン 5140001037675 製造から販売まで一貫した新しいＤ２Ｃ事業の開発と事業展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社六甲味噌製造所 9140002000934 味噌製造で培った発酵技術を活かした発酵あんこの開発と新たな価値創造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 表瓦株式会社 4140001064217 瓦骨材を使った防滑工事の為の換気・乾燥設備の整備事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社プライベートショップモク 2140001109361 「衣・住」のセレクトショップからプライベートブランド「焼き菓子店」にチャレンジ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 カフェ　ド　カンパーニュ テイクアウト中心の店舗への転換と新たな商圏・ターゲットの獲得 株式会社アルマ経営研究所

近畿 兵庫県 たつの市 森口製粉製麵株式会社 7140001038523 明治創業の乾麺メーカーが「美味しい生麺」を提供する飲食事業 松尾　健治

近畿 兵庫県 西宮市 廣岡屋商事株式会社 3140001070117 赤外線カメラ搭載ドローンを活用した看板安全点検事業 株式会社日本修身経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｗ＆ＤＣ 7140001105249 スナックで得た人脈や経験を使って挑む韓国料理店への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 日伊商事株式会社 2140001098489 日本のデザインを世界へ！卸売からデザインデータ販売への転換 柴原　重太

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カステッロ商事 9140001114099 貿易業から建設会社の設計アウトソーシング事業へ 亀井　芳郎

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社ＲＡＩＴＯ 9140003013118 飲食店に特化した人材紹介ポータルサイトの運営 井上大輔

近畿 兵庫県 洲本市 酒井塗装 空き家を改装し地域の高齢者の交流の場となる飲食店を開店する 花岡　貴志

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社旭興産 9140002066488 スポーツを取り入れた「新感覚ヨガレッスンスタジオ」の開校 伊藤　央

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｄｉｏｎ 3140001034253 高品質＆国産のハードジェルネイルＧｕｍｉＧｅｌの製造販売事業 花岡　貴志

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ホテルプレフォート 9140001104182 播州地方の豊かな食材を和定食とフードボックスで提供するレストラン事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 立ち飲み処　りやん 韓国料理のキンパとピンス専門店の新規出店 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 ＹＡＭＡＱ株式会社 6140001066095 ドローン活用による新事業（農業支援他）で事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 白椿 地域の特色を活かしたうどんの提供で、お店と地域の賑わい創造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 ＢａｒＲｅ：ｐｌｕｓ＋ 地元食材（酒米）をつかったメニューで、若者と地域をつなぐコミュニティカフェ 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 丹波路ブルワリー 丹波篠山の立地と地域ネットワークを活かしたグランピング事業の展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社アップクロス 8140001075276 播州織商社からポストコロナに対応した付加価値型飲食店への挑戦 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＡＴＮトラベルマネジメント 6140001087125 観光カード発行事業への進出による増収増益計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ベスト創美 7140001045214 ＦＣ加盟を伴う内職市場への進出により経営を安定化させる 後藤　公平

近畿 兵庫県 豊岡市 スワン株式会社 3140001055951 ロスコキャンプで日常を離れ自然の中で新しい価値観提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社たけふく 7140001101768 大規模商業施設に出店し、新規顧客開拓を図り、事業再構築を行う 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 柏原神姫タクシー株式会社 9140001040980 軽キャンピングカー事業への新規参入による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ディライト 9140001025899 テイクアウト唐揚げ弁当専門店での新業態展開 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 ヘアーサロンダブル 高性能脱毛器を導入し、新たに脱毛サービスを開始する事業 七野　恭子

近畿 兵庫県 丹波市 合同会社辻判 7140003016386 割烹（懐石料理）を完全廃止。うなぎ料理専門店『うなぎ辻判』へ事業再構築 株式会社ヒース

近畿 兵庫県 神戸市灘区 合同会社Ｍｅａｌ　ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ 4140003015738 居酒屋業態を昼型の中国料理業態に転換しコロな渦での雇用の継続と売上の確保を目指す。 田口　智弘

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社オー・プランニング 5140002013270 神戸箸屋の感性で選ぶ器を中心とした生活雑貨の提案で小売業を強化する事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社担英未来 4140001028782 高知食材に特化したテイクアウト中心和食店への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 海鮮工房うに 地域密着型鮮魚店の開始と仕入れ等相乗効果による海鮮居酒屋復活計画 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ＭＢ２ 9140001088145 ＥＣサイト運営ノーハウを元に肉のカジュアルギフト市場へ参入 株式会社イソシエ
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近畿 兵庫県 加西市 株式会社エムトーン 9140001076091 請負開発型のソフトウエア販売から協業アライアンス型への業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 エステティックサロンＫＡＮＯＮ エステサロンが行う「壺焼き焼き芋」専門店事業 大西　森

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＯＤＡＴ 3140001115631 居酒屋の人気メニューを活かした住宅街の古民家カフェ事業 井川　雅博

近畿 兵庫県 西宮市 ナカマコネクションズ株式会社 6120901032677 健康と美容を追求した韓国料理店の住宅立地出店によるテイクアウト販売強化 株式会社シンカ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ココロネフート 6120901037214 餃子卸売企業の小売展開！オムニチャネル戦略による新商品開発と販路開拓 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社みなみかぜ 8140001098236 ペット写真や似顔絵をプリント＆名入れ刺繡オーダーグッズビジネス 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 フォーチューン株式会社 4140001104352 「旬の国産野菜」と「最新の急速冷凍技術」を用いた冷凍惣菜の製造販売事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 東和レジスター兵庫販売株式会社 2140001018637 地域を活気づける大型ＬＥＤデモカーで客先を駆け回り、地域密着型設置工事業に展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＦＬＯＲＥ 6140001033698 結婚式場と提携している美容室の婚礼業務全般総合管理システム販売 馬場　健志

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ノッテビアンカ 9140001073386 完全予約制プライベートオートキャンプ場とドッグランの開設 税理士法人河田タックスマネジメント

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ユニオンエージェンシー 3140001037974 一期一会　／　クラウドファンディングプラットフォームサービス グラビス税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 スタジオＤＩＰ　ＺＯＺＯＩ＝２ ファッションブランドリペア・リフォーム事業の新規展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 ＫＩＳ岩切 様々なニーズに対応したレンタカー事業の新分野展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社兵庫グリーン 8140001077231 １業種依存から脱却を行い、新分野展開及び新たな販路開拓を行う。 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 ＷＫＨソリューションズ バーチャル美術展及び芸術家インタビュー配信によるアート展示・企画の完全ＩＴ化 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 加西ドックガーデン ペットホテル建設によるドッグラン顧客満足向上計画 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 姫路市 フラワーショップ　ロマン 花と緑に癒されながら究極の鶏白湯ラーメンを味わえる店 播州信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社エグゼ 4140001046198 未来のモビリティ社会に貢献！電動乗物の通信販売による事業転換 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社松葉寿司 5140002042633 老舗寿司店から新規ブランドを立ち上げ日常食提供への新分野展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 バイラ スペイン料理店でスペイン語とスペイン料理のハイブリッド授業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 ｋａｍｉｋｉｒｉｙａ 美容室からドライヘッドスパをメインとしたリラクゼーション１ 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 有限会社まんか 4140002065032 感染症対策と客単価増を両立する小グループ対応型しし肉料理店への事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 あけずみ コワーキングスペース運営で川西市に貢献 サポート行政書士法人

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社カワノプラスチック 1140001086156 バイオプラスチック製品の専用製造ラインの構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ズッカ 5140001027726 完全無農薬の国産有機小麦を使ったお取り寄せ・ギフト向け焼き菓子事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ハウジングクルー 9140002021658 飲酒から食事への転換。好立地を活用した高品質一人焼肉屋への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 八百谷金属工業株式会社 5140001035613 砂型鋳造法変更による業態転換で鋳物の量産化を図り事業再構築を実現 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加東市 有限会社ウノ 7140002061400 地元特産品を全国へ！山田錦日本酒石鹸と播州織のオンライン販売 小川　裕右

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社空 9140001065235 介護福祉施設への給食製造のためのセントラルキッチン新設とキッチン設置に伴う倉庫改装 ハマダ税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 三栄ブル 「スマート農業」をサポート、建設業者による無人ヘリ農薬散布事業 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 姫路市 八葉食堂 農家レストランが旬野菜を農園の見渡せる人の集う加工場で新提案 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 せいろ屋 飲食店で培ったメニュー開発の経験を生かしレトルト食品事業へ新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＮＣＡインターナショナル有限会社 1140002059334 ｋａｗａｉｉシリーズ自社オリジナル商品の卸小売り事業を展開 金園　英也

近畿 兵庫県 西脇市 インヴィゴ ピザ新商品開発と移動販売による新規顧客の獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｍａｃｒａ． 3140001096616 揚げないカレーパンのテイクアウトのみでの店舗の営業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 細田正平 コロナ禍に対応した一棟貸しの宿泊事業「酒屋の宿　宗兵衛」の開業 北摂マーケティング合同会社

近畿 兵庫県 姫路市 ジーピーエム株式会社 7140001059239 ＳＤＧｓ　推進に寄与する「ファインバブル事業」への参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＦｒｏｍＶｉＶｉ 4140001064497 カラオケ店の運営事業から高級食パンの製造・販売への新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加東市 有限会社出井人形店 4140002061072 雛人形製造業からロースイーツ専門店への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 井の万 飲食業から製造販売業への転換による事業再構築計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＳＨＡＭＯ 2140001092566 地元ジビエ食材を活用した宅配事業への取組による廃棄処理問題への対応 渡邊　良享

近畿 兵庫県 淡路市 三楽園 テイクアウト、ＥＣ販売進出による新販売チャネル構築と顧客獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社原田光明堂 4140001060810 カルトナージュ技術を活用した高級ジュエリーボックスの企画製造販売 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社フエニツクス商会 8140001010514 海外バイヤーと国内中小醸造所を結ぶ日本酒プラットフォーム事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 松井康寿 コロナ対策バッチリ！安定収入を目指した寿司屋を開店します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＢＨＬ 5140001026265 密が懸念される大宴会設備の撤去及びテイクアウト等設備導入計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 三木市 株式会社岡田コーヒーストア 9140001120304 酒米とデカフェ・コーヒーのハイブリッドで新ジャンル飲料の開発 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ジュノン 7120001143408 京セラドーム内の売店飲料販売からキッチンカー事業による新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 ＥＡＳＴＥＲ 和食を中心にお酒と対話を楽しめる「おばんざい店」に転換する。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 東住ファシリティーズ株式会社 7140001086646 人材不足が深刻化する左官業への参入による業績の安定化と相乗効果の実現 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 スポーツバーフット コロナ禍および緊急事態宣言の影響が大きいバー経営から昼間営業のカレー店への事業転換 正木　博夫

近畿 兵庫県 姫路市 チャイナダイニング楊貴妃 中国料理とトンカツのデリバリーテイクアウト＆冷凍トンカツ通販事業 小川　裕右

近畿 兵庫県 豊岡市 美容室シャンプー テクノーＧＨ（エステ） 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ナカシモ塗装 1140002026268 男性が気軽に通えるメンズ脱毛・エステサロンへの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西宮市 キャトルノワール 大人の為のお酒と共に楽しむ焼き菓子のインターネット通販 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加東市 煌 老舗焼肉店が始める日本庭園付き古民家で食べる「肉そば」事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 加古川市 金川希帆 完全個室によりストレスフリーでお客様の為のヘアサロン開業 寺崎　兼司

近畿 兵庫県 姫路市 テレネット株式会社 8140001057976 本格四川中華のテイクアウト専門店で事業転換 スカイハイ税理士法人
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近畿 兵庫県 三田市 Ｐｉｌａｔｅｓプラス 女性会員制ピラティス・ヨガスタジオで運動継続の健康サポート事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 池田　卓志 非対面式オンラインカウンセリングサービスを用いたフェイシャル専門店の開業 税理士法人清正

近畿 兵庫県 姫路市 ムアデザイン 保護犬と里親をオンラインでマッチング！ドッグカフェ＆トリミングサロン 小川　裕右

近畿 兵庫県 神戸市中央区 emu ＳＡＰ関連技術情報の発信およびＳＡＰ技術者特価型有料職業紹介事業 大阪商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 合同会社Ｎａｔｕｒａｌ　ｗｏｒｋ 1140003013067 エリア初のセルフエステ併設オーガニックサロン事業の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社スプレマシーＰＰ 2140001095890 受発注システム・サイト構築による卸売の自動化とゴルフ場土産物店への売上拡大 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社中梅商店 2140002049862 地元ブランド鮮魚の全国通信販売で新たな販路展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＳＭＹＨ 8140003015726 ピザ窯を設置してピザを主体とした窯料理店への開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社丸山電工 5140002025563 電気工事の不安を解消するオンラインプラットフォームへの挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社ＲＩＯ 3140001121010 事業継承に伴うエステサロンから総合サロン経営への挑戦 新月税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市北区 イースポーツアンドゴルフバービバ ゴルフバー運営からプライベートゴルフレッスン事業への参入 野竿　健悟

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社三宅工務店 4140001076484 ＩＯＴを活用した非接触型無人モデルハウスの導入 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社スネイク 1140001108034 女性向けに特化したヘルシー日替わりによる企業向け弁当宅配事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社カーボ商会 7140002053793 ゴルフシミュレーターを使ったジュニア向けゴルフスクールの運営 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 姫路市 特定非営利活動法人えぇもん 2140005014962 撤退・倒産した事業者のコア顧客承継による美容服飾サスティナブルアクション再構築事業 幸田　敏隆

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ＴＴＮコーポレーション 9140001078625 畳製造業から畳のある心地よい暮らしを提案する中古住宅専門店への事業展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 コーベック株式会社 5140001025663 室内履き用機能性インソールを開発をし、ＥＣサイトで非対面販売へ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ジン 2140001027844 地球にやさしく　クリーンな未来へ　ダンボール家具・什器製造事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ａ＆Ａアスシード株式会社 1140001109957 ゴルフ場ウェディング 税理士法人ゆびすい

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社クリエイティブあき 2140001021491 当社の商品を活用した快適な空間造り 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 さくら株式会社 3140001108271 リフォーム会社による遺品整理事業への進出 飯谷　慎平

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ビーケー通商 7140001096059 人材事業分野の中途採用市場で新たなオンライン面接一体型求人サイトの事業化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社クリーニング・センターおさき 2140001066330 リモート接客によるクリーニング無人受渡しロッカー活用業態転換事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＶＩＮＳＥＭＢＬＥ 6140001111132 ウィズコロナ対応－神戸の洋菓子事業 大内　武洋

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社リバーワークス 2140002023768 ハーブに特化したグリーンショップ運営事業 田中　寿夫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社アルタレーナ 4140001082581 環境配慮型コーヒー菓子通信販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 養父市 株式会社Ｈｏｔｅｌ　ＩＫＵＥ 7140001046600 オーガニック食材のランチをくつろぎの空間で提供するレストランカフェ 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 スタンドノメル 既存事業での強みを活かした喫茶店事業の開始 牛腸　真司

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社トコム 4140001066238 ピアノ講師が取り組む児童発達支援・放課後等デイサービス事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プラティーク 8140001057373 子育てに特化したコミニュケーションアドバイスサービスへの事業展開 税理士法人銀河

近畿 兵庫県 西宮市 合同会社イズ・スペック 8140003009926 個人需要の創出と最小単位を極める「ものづくり」の実現へ 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 丸善 自家製「あんこ」と「わらび餅」の製造卸売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社山旅人 7140001071870 「リアル×バーチャル」ＶＲを活用した登山体験サービスへの新分野展開 髙司　浩史

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＶＥＲＯ 6140001105126 デジタル化を採り入れた無人セルフメンズ脱毛サロンの新規開店 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西脇市 島田製織株式会社 6140001075591 播州織産元商社による、産地発の新製品の製造・販売の取り組み 遠藤　康夫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社三友 3140001088506 グルメハンバーガーショップの経営 多田羅　祥代

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社岡本製作所 1140001047050 コロナに負けない事業分野での事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波市 太田自動車株式会社 9140001040956 商用車の二次架装サービス展開による市場競争力強化の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 たつの市 岩本土木重機株式会社 8140001038869 地域密着企業としての使命！新分野展開による製造業への挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 サンシンホールディングス株式会社 1140001042976 ＣＯ２削減等環境影響低減に向けた下水道更生施工体制の構築計画 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 藤吉工業株式会社 7140001016776 新たな海外市場向け高精度製品の製造による事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 たつの市 揖保川電気商会 好立地の土地を活かし地域に必要不可欠な店舗を目指すコインランドリー事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社サンプランニング 7140001015043 勲章料理人「大田　忠道」の料理技術を活かし割烹スタイルでの食事提供と全室露天風呂付き客室の新旅館計画 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社今村建設 9140001077115 地盤改良工から杭工への思い切った事業転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 有限会社津名東石油 5140002069305 給油施設での観光客対象の物産土産・飲食店併設による収益力向上 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ロアーク 3140001098372 コロナ禍で急増する配送業への業種転換 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社姫商 8140002038380 部材切断工程の内製化による短納期化・低コスト化によるエレベータ部品等の製造への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＧＷソーラー西日本 9140001093665 雑草対策造園工事プロジェクト（Ｇｕａｒｄｉａｎ・草なしくん） 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 三木市 ニシガキ工業株式会社 5140001036504 国内外のプロのガーデナー向けハイパワー電動造園工具の試作開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社成田 4140001084826 地域から業界全体の『お困り事』を解決する、教育事業への展開！ 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社下中商店 4140002048986 水産物を加工した商品による惣菜製造業の開始 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 西脇市 有限会社原自動車 2140002061603 自動車整備事業から大型・特殊車両タイヤ交換事業への展開による事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 バルコエンヂニヤリング株式会社 1140001013944 高度分野で培った設計技術を生かした、金属部品加工への進出 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社大野 3140002001962 ＩＣＴ機器を活用した重機レンタル事業 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 株式会社グリーンファーム 8140001083262 出張いちご摘み取り体験サービス事業 水原　慶治

近畿 兵庫県 川西市 株式会社タケシタ 4140001079462 高濃度の炭酸ガス入りシャンプーを作れる炭酸注入セットの開発 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＲＯＭＡＮ　ＣＲＥＡＴＥ 2010701025441 ノンアレルギーパスタとやみつき新感覚の食べるカレーで業績Ｖ字回復 大澤　悠

近畿 兵庫県 尼崎市 ＴＩＳＣＯＩＮＦ株式会社 6120101004460 作業管理を含むバックオフィス系クラウドシステムの導入支援サービス リトラス税理士法人
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近畿 兵庫県 丹波市 株式会社ＥＧサイクル 2140001077583 食品用冷凍保管倉庫の運営事業 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社近藤榮一商店 7140001041056 飼料卸売業から畜産用飼料を長期保存する粉末状乳酸菌資材を製造販売する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 鳥勝 サムギョプサルを提供する焼肉店を開業して事業再構築する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 洲本市 谷口商店 淡路島老舗鮮魚店のアフターコロナ時代、地域密着新事業への挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社翔聖 8140001000440 複合型児童発達支援への業種転換に向けて 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社フクナガ 8140001093708 自社の運送事業の強みを活かし、農業を通じた地域活性化計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社マクテック 2140001047669 デジタルを活用した建築用鉄骨の製造管理システムを開発し販売する 税理士法人銀河

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ＵＲＢＡＮ　ＣＲＥＡＴＥ 1140001037613 キッチンカー事業へ参入～新発想で独自のキッチンカーを創出！！～ 税理士法人ＦＬＡＰ

近畿 兵庫県 西宮市 ケージー・プラスチック株式会社 2140001068590 脱炭素のバイオプラスチック製膜機を導入し新分野の生鮮食品包装に展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 ユウキメタルテック株式会社 5140001047030 アルミの高精度加工技術を駆使した医療機器部品等への進出計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 大一青果株式会社 1140001013424 拭き上げ不要なＲｏ水と屋内洗車環境を完備したセルフ洗車場事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 旭ドラム株式会社 8140001000977 ＩＢＣ更生品の量産体制構築によるリユース市場拡大と成長実現 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 洲本市 やました電業株式会社 8140001086042 感染対策に寄与する、エスカレータ手摺りベルト等除菌装置卸売業参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ホワイト 3140001034105 利用者ニーズに応えるデイサービス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 山本マシン センサー用工作機械の高精密部品製造技術確立による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 明石市 有限会社長谷川工作所 7140002030561 半導体製造に関連した切削加工分野への進出による事業再構築 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社リンクアップ 6140001072457 建築設計業で培ったデザイン力を活かしたコンテナハウス販売事業へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社富士高圧 6140001030407 「素材メーカーから異分野完成品メーカーへの転身」 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社スタミナフードシステム 3140001056900 但馬牛の本場「但馬」に作る一戸建てプライベート空間「はなれ」で本物の但馬牛料理を提供する 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社オレンジナイト 3140001064878 賃貸テナント事業との相乗効果に挑戦したコインランドリー事業 阿波銀コンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 かみがき法律事務所　弁護士北江康親 新しい生活様式に対応した法律事務所向け案件管理サービスの提供 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社山本楽器店 4140002069074 ＷＩＴＨコロナにおける音楽体験の利便性向上による新規顧客獲得・売上拡大 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社但陽精工 6140001038409 電動車部品製造向け深絞り金型部品の生産体制確立による売上利益拡大事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社太閤通商 2140001069267 ＤＸ化により、高品質かつパーソナライズ化した高付加価値型の発送代行業への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 高砂市 地徳小屋　鹿島柏修園 海外展開も視野にカジュアルＢＯＮＳＡＩ販売事業展開による業種転換 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 株式会社リバティテック 3140001105252 新たに金型修理事業を展開し、コロナ禍での売上回復を図る。 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 高砂市 三和鉄工株式会社 3140001043931 高精度の加工技術を用いた超大型部品加工に取組み、洋上風力発電事業の製品加工に進出する 折口　道雄

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｍｕｔｔｅｒ 4140001122544 日本初の冷凍技術で全国のアレルギーっ子へ安心・安全と笑顔をお届けする事業 新酒　芳斗

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コタニ株式会社 3140001007688 オリジナル無電極ランプの開発 宮本　和雄

近畿 兵庫県 尼崎市 ひょうご税理士法人 9140005011862 資金繰りシステム開発による中小企業の資金繰り課題解決への取り組み 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社藤井紙工所 9140001054023 封筒製造請負業から紙製オリジナルグッズの企画製造業に新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 オーリス株式会社 1140001041672 「ルームｉｎルーム」で部屋の中に自分で簡単に部屋がつくれる 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アイワハウジング 4140001067855 愛犬も一緒！家族みんなで楽しめるグランピング 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社東田ドライ 6140001075699 コロナ対策とＳＤＧｓへの取組みを同時に行う衣服のリペア事業 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社赤のれん 7140001005845 ミートマルシェＡＫＡＮＯＲＥＮ～既存ノウハウを活用した新規事業による販路拡大～ 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 明石市 三寿ゞ刃物製作所 包丁柄付け分野への進出と木材加工品の製造・販売に向けた事業拡大 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社ニッコー 1120001050287 ＣＡＳＥ時代に対応する次世代警音器の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 登鉄工株式会社 9140001085720 製缶加工業から精密板金加工業に転換することによる自動物流倉庫市場への新規参入 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社イーグリーン塩浜 6140001085533 遊休土地を活用した野菜残渣処理事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 ディアンドエフ株式会社 2140001042348 ネット通販の物流業務請負による新分野展開と主力事業の多角化 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＲＵＳＨ 1140001095743 人手不足で苦しむ運送業へ、強みの人財動員力で参入する。 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社平成お湯物語 4140001025276 地域住民に究極の癒しと利便性を提供するコインランドリー事業 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 宍粟市 山陽盃酒造株式会社 8140001039025 創業１８０年の老舗酒蔵による「ひょうごシードル」の製造に向けた新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社智咲総業 6140002031619 女性の積極活用とデジタル技術フル活用による革新的な土砂運搬ビジネス！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 伊丹市 阪神特殊自動車株式会社 6140001078792 アフターコロナ・少子高齢化を見据えた葬儀社のトータルサポートサービスの展開 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ユキヤマ 1140001110683 ウィンターリゾートを対象としたデータサイエンスサービス及び全国スキー場総合ポータルサイトの提供 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 兵庫県 三田市 株式会社山組 6140001067102 低環境負荷木質バイオマス発電材販売事業開始に向けた体制構築 株式会社ピースマネジメント

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社マルセイ 1140001062792 新技術「菌糸体の液体培養」で世界に通用する新商品を開発する！ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社メニースマイルＭ＆Ｓ 4140001091277 会員制カフェバー「倶楽部スマイル」とレンタルスペース「スマイルラボ」 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 明石市 株式会社相場屋 5140001096580 布団の海外再利用により廃棄物の処分量を削減しＳＤＧｓに貢献する。 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 兵庫県 養父市 新但馬車検センター株式会社 5140005010182 兵庫県但馬地域の自動車整備業界を牽引する最先端エーミング作業による新分野展開 株式会社フォーバル

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社やがて 7140001114638 ｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ社会の健康習慣を担う有機農産物加工事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社日光總運 9140001086090 運送業の強みと地域特性を活かしＶ字回復と地元の課題解決を実現 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 明石市 ウッドベル株式会社 5140001037849 培った人脈を活かしたアンチエイジング化粧品のＥＣ販売への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社木谷工作所 9140002040575 協働ロボット導入による生産力増強と生産性向上 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｄ　ｐｌｕｓ 4140001104451 エステ事業展開による「美と健康」の複合型サービスの確立 國村　良二

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社豊田放射線研究所 1140001086379 医療用ＳＰＥＣＴ装置の発明を通じて、日本のがん治療に革命を起こす。 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 姫路市 家島観光産業株式会社 7140001062465 海と空とアイランドワーケーション　～コロナを乗り切る地域密着型「泊」と「ワーク」～ 兵庫県商工会連合会



28 / 33 

事業再構築補助金　第４回公募　採択案件一覧【近畿ブロック】 ＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 兵庫県 姫路市 菱南電装株式会社 7140001062325 独自のワイヤーハーネス技術を用いた、船舶エンジン用大型ハーネス事業 泉　正道

近畿 兵庫県 明石市 株式会社大棟工藝 8140001034653 老舗工務店が仕掛けるＤＩＹ体験のできる駅近オープンファクトリー 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社イトーヤク 2140002008166 就労継続支援Ａ型で調剤薬局事務講座を開設し社会課題解決に資する取組 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ＨＡＮＡ 3140001115086 プライベートドッグラン付き！オーシャンビューの貸別荘事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社名月 3140001051595 書籍販売を活かした書店併設カフェ「ｂｏｏｋ＆ｃａｆｅ」の新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 加古川市 稲岡鉄工株式会社 8140001042499 炭素繊維製造設備向け金属部品製造の挑戦による脱炭素社会への貢献 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 エース石油株式会社 8140001040949 地域社会の課題解決を行い、付加価値が高い穀物加工業への基盤構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 吉野建設株式会社 9140001015537 みのたにグリーンスポーツホテルにおける「神戸天空ＢＢＱサイト」の新規運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社泉建設 7140001082595 土木建設業労働力支援事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｋｐｌａｎ 4140001055430 さまざまなシーンに適したコワーキングスペースの展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社わくわくリフォームココモ 8140002069203 淡路島初のクライミングジム併設の宿泊施設を開業することによる事業再構築計画 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社中納言 8120001194929 伊勢海老料理店の高級感と特別感に拘った中食・冷凍加工食品事業参入による販路拡大計画 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社河岸製作所 9140002054047 高性能テーブル形横中ぐりフライス盤等で食品機械用重要部品への展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 デグチパーキング株式会社 6140001082638 地域の災害時に炊き出し対応可能なコインランドリー事業 センチュリオンコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 宮木電機株式会社 9140001063643 半自動機による生産技術を活かした商用部品製造から中型産業設備部品製造への参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社来田材木店 6140001085260 シェアファクトリーを活用した「住まいのワンストップサービス」の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社オオガキテック 5140001042634 アルミ製テールゲートリフターへの参入を可能とする事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社楯菱電産 6140001044571 加工技術を集結した最新工場建設により部品加工業に加え装置メーカーとしても自立 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社奥谷金網製作所 2140001006699 レベラー導入による革新的大開孔率パンチングメタルの量産体制構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社まるはん 4140002043541 お店ごとに合わせたオーダーメイドの餃子製造卸による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 小野市 アントワークス 建設業からドッグラン付き貸別荘事業への新分野展開による事業再構築 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社藤井酒販 2140001077179 卸売事業からコロナ禍とこれからの地域を活性化させるフランチャイズ事業に新展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社光明金型製作所 7140001017469 最新の加工技術を活用した金型加工の新市場開拓による売上の柱の構築 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社山陽 8140001058891 ＬＷＧ認定となる世界基準の皮革生産体制の構築による業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸牛３１１０株式会社 2140001033933 インバウンド向け高級和牛卸業から小売・イートイン・通販を行う小売業への転換 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社杉工作所 1140001029354 新分野の金属加工に事業展開するため、品質向上や量産化をはかる計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ひで松 2140001115021 塩麹を使った溶岩鶏焼肉店「焼け石に肉」の開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社タクマ建設 4140001086005 超アーリーチェックイン型非対面リゾートワーケーション体験施設のリゾート開発 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社神戸ワープロサービス 6140002005515 高性能印刷機を導入してパッケージ印刷市場へ新規参入する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 トラストリング株式会社 6140001074701 ＩＴ業界で活躍するための技術と強く生きる力を育む人材育成事業 椎原　秀雄

近畿 兵庫県 神戸市中央区 京阪神道路サービス株式会社 1140001007401 管渠更生工事ノーハウに基づくロボット技術を活用した管内検査用カメラ市場への参入 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 伊丹市 阪神シヤッター工業株式会社 7140001078791 電動シャッターの自社製造によるコストダウンおよび卸販売 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 アクティブジャパン株式会社 4140001024526 質の高い空間のシェアオフィスで、在宅ワーカーの事業活動を応援 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 西宮市 高橋内科・循環器内科 発熱外来とオンライン診療、ＩＴ化を採り入れた高機能地域密着型診療所へ！ 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 株式会社ボンドデザイン 7140001089839 海の家を活用した、リゾート施設開発による事業再構築 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社カワグチマック工業 7140001048349 業界初の簡易印刷サービスによるＢ２ＢからＢ２Ｃ市場へ本格的な参入事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 如水商事株式会社 1140001091503 廃プラスチックの再生加工業への新分野展開 國米智裕

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 太平金属株式会社 3140001075677 ファイバーレーザー加工機を導入することによる新分野への参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社有田電気工業 1140001088086 電気工事業から配電・制御盤製造業への新規参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ウインビー 7140001055824 インナーウェアの製造開発で、お家時間プロデュースの新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ユニウォール 4140001095435 英語を親子で楽しく学べる英語の絵本のサブスクサービス「Ｂｒｉｇｈｔ　Ｓｐａｒｋｓ」 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 株式会社三好キカイ 5140001084255 横型マシニングセンタ導入による分離可能製品の製造業及び精密部品の製造請負業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社藤枝鉄工 4140002009154 ブラックオーシャン市場に挑む。大型金属加工への新分野展開。 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 ライフパーソンズ 地元農作物を活かした村おこしビール製造事業 高野　敬太朗

近畿 兵庫県 三田市 上坂商事株式会社 4140001066279 天然芝広場と焙煎コーヒーで、地域に根ざすカフェ事業を新たに展開 株式会社匠コンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＫＵＵＭＡ 8140001105000 アート教育を併走させ飲食店に付加価値を創る、次世代型飲食業態の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社新生金属 2140001063468 世界で市場拡大が見込まれる４分野（医療・水素燃料・半導体・カーボンニュートラル）の部品生産への挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 アップライ株式会社 2120001169226 淡路島洲本市での簡易宿所開設による　コロナ渦における運動不足・空き家老朽化対策 中谷　洸太

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社タニグチ機工 3140001060010 割出５軸対応マシニングセンタを用いた大型複雑形状部品への参入 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社岡田製作所 6140001040967 クリーンルーム導入による受注量安定化と収益力強化の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社内海鉄工所 8140001076076 脱炭素に資する車載燃料電池電極向け炭素繊維不織布製造事業への参入 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 明石紙工株式会社 9140001034405 ＩｏＴプリントカット複合マシン導入による美版ケース生産体制構築事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社テックビルド兵庫 3140002033469 足場建設のＢｔｏＢビジネスからエステティックサロン経営によるＢｔｏＣビジネスへの転換 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社香山商運 2140002033486 廃プラスチックの有効活用すによる固形燃料ＲＰＦの製造販売 龍野商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 嶋本ダイカスト株式会社 3140001013257 鋳造に機械加工を組み合わせた高付加価値品の製造事業の確立 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ＲＡＢＩＸ 1140001087030 自社で製造した木工家具の受注製造及びＥＣサイトでの販売事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神崎郡市 有限会社藤本技工 7140002053224 「軟鉄鍛造の軽量アイアンクラブ」の開発・製造・販売事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 マルユー包装株式会社 9140001076471 工業向けから医療分野向けへ真空成型包装材製造の業態転換 兵庫県信用組合
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近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社黒葛野組 9140001121070 建造物の修復工事における調査工程をＤＸ化するアプリ開発・販売計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 ＮＡＧＯＭＩ 食、泊、体験で多可町をまるごとおもてなし。１日１組限定オーベルジュ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ビッグバレーインターナショナル 8140001052341 空家を活用したシェアハウス・日本語学校等の運営による業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社宝建材 2140002021904 産業廃棄物「運搬業」から「処理業」への新規展開による事業再構築 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 菱和運輸株式会社 3140001062329 倉庫業参入により取引先企業の一括物流に貢献し収益拡大を図る。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社寿建材 1140002004505 解体業から再生砂製造販売業への新分野展開 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 姫路市 和み空間みや 自然豊かな山あいにカフェ併設のドッグランを開業し業種転換を図る。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 尼崎市 心幸サービス株式会社 2140001055028 施設内売店の無人店舗運営化計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大庄工業 9140001054262 ＩＣＴ建設機械を活用した解体工事への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社フォーライフ 7140001038110 コロナ禍こそ「利用者の心に寄り添うサービス」を！就労継続支援Ｂ型への新分野展開 北岡　健太郎

近畿 兵庫県 西脇市 トモエ 土木工事業からの技術を活かした電気工事業への事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社Ｌｉｅｎ 2140002027422 男女客それぞれのニーズに特化した、ワンストップトータルビューティースポットへの生まれ変わり 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 朝来市 朝来ふじい整形外科クリニック ＭＲＩセンター設立による地域連携事業と「健幸づくり」事業への新展開 税理士法人Ｍ．Ｊ．ＮＥＴ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 イクサス株式会社 2140001106219 姫路初、運動療育の経験をいかした学習塾に立ち上げによる自立支援事業 株式会社ケーズサポート

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社商業リサーチ 3140001032224 「記憶を贈る」ダイアリーブック 甚田　隆康

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社須磨北造園土木 9140001033134 廃校を再生した、未来を拓くよみがえり拠点（研修・宿泊施設）運営事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 株式会社加美鳥 3140001112975 養鶏業から播州地卵を核にして地域活性に繋げる飲食サービスへの新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 西山水産 廃棄していた雑魚を使った新商品開発による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ほじ鍼灸接骨院 鍼灸接骨業の経験を活かしたフィットネス事業への業種転換 山下　真司

近畿 兵庫県 洲本市 島育ち青果 一般消費者向けに玉ねぎの二次加工品（カット野菜など）の製造・販売業に転換する。 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 有限会社幸宝海運 3140002069455 地域密着型コインランドリー 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 株式会社カイマナファーム 6140001113681 いのちと自己を見つめる子供キャンプ事業及びワーケーション宿泊事業参入による事業再構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 芦屋市 マーブル株式会社 1140001023068 自社メディアを活かしたイベント企画・ＷＥＢ広告販売事業 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社山尾工作所 4140001035622 「家庭用燃料電池システム」等に使用する熱交換器用部品の製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社クニヒロ運輸 4140001075486 事業拠点設立とネット受注システム導入による混載便サービスへの業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社片岡オート 7140001037178 中古車販売事業向けのＤＸ実現に寄与する業務効率化アプリの開発および販売事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社片井オートサービス 2140002069729 レンタカー事業を活かした遊休建物改装による１棟貸別荘事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＵＢＡＣＯ 3140001111911 ＩＴデジタル技術を取り入れたフランチャイズ事業の展開 堀之内　良太

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社欽山 4140001014915 老舗旅館が仕掛けるワーケーション＆３密回避に特化した客室改装事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＤＢＹＭ 空き家再生による宿泊施設運営事業 桑原竜己

近畿 兵庫県 神戸市西区 豊産業株式会社 7140001014474 次世代自動車（ＥＶ等）ダイカスト部品製造への新分野進出 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社森川製作所 6140001076499 半導体製造装置向け板金製品に新規参入する設備投資 松下　隆信

近畿 兵庫県 加古川市 ＳｏｕｌｅａｔｅｒＬＥＶＥＬ４ 市内初の２４時間シミュレーションゴルフ練習場＆レッスン事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 豊岡市 恵工業株式会社 5140001091524 中規模の土木工事を一気通貫で手掛ける土木工事事業の再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社岡防水工業 8140002018928 防水・塗装工事の実績とノウハウを生かした住宅のお医者さん屋根工事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アイキッズ株式会社 5140001025069 顧客関係性強化に向けた「ライフプラン・コンサルティング」事業の構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社生穂建設 1140001085042 ニューノーマル時代の豊かな暮らし、価値ある住まい 税理士法人神戸会計事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社小林屋 7140001056186 旅館の一部を釜めし専門店へ改装し、新規客獲得と宿泊客の温泉街での滞在時間増加を目指す 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社旭製作所 1120001049123 船舶用油圧バルブから産業機械用油圧ポンプへの新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 淡路市 正寿司 淡路島の寿司職人が実績と信頼を活かしたオーベルジュ施設の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社下平金属工業所 8140001078452 【屋上向け太陽光装置の高生産体制の構築】 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 樂久登窯　カフェ 淡路島の大自然と人々の暮らしを体感できる宿泊施設“樂久登窯の宿”の開設 山田　秀明

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＩＲＯＯＫＡ　ＦＯＯＤ　ＭＡＲＫＥＴ 8140001100678 シェアリングエコノミーを導入したジャパニーズレストラン併設 熊谷　悟

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カクテン屋 7140001022799 レンタルユニフォーム管理システムのＳａａｓモデル 礒川敦

近畿 兵庫県 養父市 有限会社平山牛舗 3140002039251 生産者と消費者をつなぐ、老舗精肉店のリブランディングによるＥＣ参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 インフォミーム株式会社 5140001057839 地域デジタル化拠点構築事業 森口智志

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社ジョイランド 8140001041625 先進安全自動車（ＡＳＶ）に対応する整備体制の構築による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 小野高速印刷株式会社 4140001058193 封入封緘のスピードアップによりワンストップを強化し、新市場に挑戦する 株式会社大分銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社オーカワ 1140002050094 見て、試乗して、整備も安心の電動バイク販売事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社松岡建設工業 8140001090291 「高まる需要に対応するため、中間処理業への新分野進出」 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 協伸株式会社 5140001058531 高品質の国内産豚原皮鞣し事業による新分野展開計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社山本建設 2140001115987 メダカマスターが取り組む癒し！高齢者の笑顔と雇用で地域に貢献 瀬崎　昌彦

近畿 兵庫県 加古川市 富士コンピュータ株式会社 4140001043501 幅広い顧客層を持つＩＴ企業が実施する支援型リモートワークスペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 サワダ精密株式会社 8140001059188 半導体製造装置部品への新分野展開による事業再構築 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 まるよし商会 既存のネットワークと縫製技術を活かした大判生地商品への進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 カフェビギン 空地・空き家を有効活用した韓国料理レストランとアウトドア施設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 土井ピアノ教室 ２４時間営業・ワンコイン・レンタル音楽練習スタジオの開設 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社高原金型工作所 5140002007520 タイヤ金型国内生産の生き残りをかけた高品質金型量産体制の確立 神戸信用金庫
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近畿 兵庫県 西宮市 株式会社花未来健康研究所 2140001108801 口腔ケアを応用した未就学児の発達障害ケアの新分野展開 税理士法人ライカブリッジ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社のぞみ 8120001178114 今までにない福祉の形「コーヒー焙煎×福祉」オシャレな空間で誇れる仕事を 山田　健一

近畿 兵庫県 小野市 竹本鎌製作所 分野を増やし、新しい鍛冶屋を構築していく。 小野商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社ティーアンドエムズ 7140002046723 既存販路と食品製造技術を活かした新たなフードビジネスへの参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 有限会社西山鉄工所 8140002061911 最新設備導入による事業再構築計画 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社スタイリッシュ・エイチ・アンド・エイ 8140001061458 教育市場からインテリア　ファブリック業界への進出による事業再構築 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 伊丹産業電設株式会社 2140001077996 『光硬化工法』を利用した下水道の管路更生工事事業への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社奥井印刷 7140001085557 商業印刷からテキスタイル事業へ！デジタル技術を活用した新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 入江金属工業株式会社 7140001047739 大型ファイバーレーザー導入による鋼板加工集約と生産性向上による新分野参入計画 株式会社筑波銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 中国料理滕王閣 中華料理の冷凍調理食品の事業化による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 カッサ　スピロビ キーワードは『温活×漢方×食』カラダいたわる足湯・精進カフェ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 竹屋 たこ焼きの食料品製造業から需要が伸びるインドアゴルフカフェへの業種転換 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ワサビ株式会社 9140001034248 撮影スタジオを開設し４ｋ対応の新規顧客開拓用ＰＲ動画制作及び５Ｇ配信事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　ＦＩＯＲＥ 店内飲食からテイクアウトおよびＥＣ販売への参入、売上アップを狙う 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社橋本鐵工 9140001065276 鋼材商社向け二次部材の生産体制構築による業態転換事業 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ケチャップ 1140001020214 海外雑貨の輸入ノウハウを生かしたゲストハウス事業への進出 佐田　竜也

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ツネテクノス 3140002025185 銀イオンの技術を利用した安全の高い除菌・消臭施行事業の開始 米澤　弘剛

近畿 兵庫県 明石市 八味豚骨 最新冷凍技術による冷凍食品の２４時間自動販売機事業 児玉　文人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ワイズユナイテッド 8140001107566 お客様の五感を満足させるシュークリーム専門店の開業事業 松田　晃輔

近畿 兵庫県 加西市 下村産業有限会社 3140002063029 製罐技術を生かして、水処理タンクメーカーへの事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 徳家株式会社 3140001111275 利用者目線も介護・障がい者施設同時検索ＷＥＢシステム構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社サカベ工業 7140001110991 ファイバレーザ溶接機導入による新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ＣＹＣＬＥ 3140001112686 古民家を活用した宿泊体験サービス事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ダイシン 7140001065633 製缶・溶接から組立までの一貫生産体制の構築を通した大型プラントと公共分野への進出 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 ＳＨＩＫＯＮ 過疎地域に残された元銀行の建物を利活用し、地域活性化に寄与する 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社中川工業所 7140001052664 川下の建築資材事業者向け物流サービス事業から川上向けストックヤード事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社コマエンタープライズ 7140001003378 中国から輸入したＥＶトラックを日本で販売を行う販売サービス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 朝来市 ティーライフ 料理人とお店を繋ぐマッチングサイト（ｃａｆｅ＇ｓ　ｒｅｃｉｐｅ）事業の発足！！ 鈴木　康一郎

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社城山 3140001114798 音声認識・音声合成技術を備えた多機能コミュニケーション・ツールの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｃ　ｉｓ 6140001104383 撮影・オンライン配信ができるレンタルキッチンスペース事業の構築プランについて 出村　恭祐

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社三美 9140001040072 「ＭＲＩ用磁気シールドコイル」の製造開始による多角化と経営安定化の同時実現計画 株式会社みなと銀行

近畿 奈良県 奈良市 菓子いちばん 奈良の愛犬家とトリマーを幸せにする低感染型トリミングサロン 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 食の歓び株式会社 1150001022606 新たな顧客開拓のための新分野・ジェラート製造販売事業開始 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 上田化学工業株式会社 9150001009232 部品生産から完成品生産へ、付加価値を持つ新たな製造方法の導入 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 特定非営利活動法人Ｍｓねっと 7150005007770 レトルト食品製造設備を設置し、障がい者の職業訓練事業所を開設する。 松谷　晴行

近畿 奈良県 天理市 ファットダンススタジオ天理 オンラインレッスンと独自のアパレル販売で新しい販路開拓へ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 ショップアンドサロン　ノエル 大切な人との時間は宝物「思い出を形に残す」お手伝い 奈良信用金庫

近畿 奈良県 天理市 ソラカケ株式会社 8120001217490 クラウドを活用した太陽光発電所点検ソリューション事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 立呑処　にわとり ウィズコロナ時代のニーズに沿うレトロモダンな鶏焼肉店 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 御所市 株式会社松村 5150001015275 インターネット市場で自社オリジナル「脱げない高級フットカバー」の販売 辻井　賢博

近畿 奈良県 橿原市 有限会社吉田化成工業所 8150002007814 最先端の射出成形機導入による自動車分野への新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 桜井市 株式会社まもるホンダ販売 2150001009544 『中古車』のインターネット販売による新規販路開拓 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社トミカラー 8150001001462 非対面非接触型ビジネスへの活用に向けた動画広告支援サービス 奈良商工会議所

近畿 奈良県 橿原市 ＨＡＮＡＲＥ屋 旅館業への転換とニーズに合った施設整備による国内旅行者の獲得 田中　敬人

近畿 奈良県 大和高田市 一般社団法人日本健美医会 2150005008807 「美腸活ファスティングプログラム」から生まれたオリジナルサプリメントの製造・販売　中国市場の開拓 坂倉　宏次

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 吉田剛士 飲食業から美容業への新分野展開 鈴木　康一郎

近畿 奈良県 五條市 株式会社イトバナシ 1010001186019 地域資源を活用した高付加価値食品（チョコレート等）の開発と販売 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 有限会社シーンアビリティサービス 7150002007542 就労継続支援Ａ型事業所への業種転換により売上を回復する 橿原商工会議所

近畿 奈良県 大和高田市 ＲＵＢＢＥＲ　ＳＯＵＬ ライブハウスにゴルフシュミレーターを導入しゴルフカフェに進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 葛城市 株式会社ツチタニ 9150001014199 ショットブラスト設備導入による収益性改善とサプライチェーン強化への貢献 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社アカリヤ笑店 8150001022418 昼間も笑顔に！居酒屋がテイクアウト専門パフェ店を開業し多角化の実現へ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社トルク・レンタ＆リース 5150001018633 ウィズコロナの新需要！ヴィラ客向けデリバリーＢＢＱ事業化計画 宮古島商工会議所

近畿 奈良県 橿原市 心ヽ和 地元の銘柄鶏と野菜を使った奈良県初の鶏コース料理専門店。 本田　秀継

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社サカガワ 9150001012806 雪駄を主役としたお客様に寄り添ったライフスタイル提案型ビジネスモデルへの業態変換 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 有限会社青龍 2150002009907 セントラルキッチン兼用の焼肉屋のテイクアウトハンバーガーの製造販売 株式会社イソシエ

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ホームマート 【おうちドッグカフェ】による癒しの空間事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 松尾商事 自動車事業のノウハウを活かした二輪車の修理整備事業 金園　英也

近畿 奈良県 橿原市 八重山そば製麺所合同会社 3150003001952 自家製麺による八重山そばを活用した石垣島名物の開発 浅山　直希
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近畿 奈良県 桜井市 株式会社三輪山本 4150001009550 「乾麺業界を救え！」アウトソーシング事業、機器販売事業の展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡東吉野村 観光旅館　杉ヶ瀬 老舗料理旅館が挑む！地元食材を活かしたフレンチの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 大和高田市 アークス株式会社 6150001022312 建設に特化したオンラインスキルマッチングサービス 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 アモーレコロコロ 宴会場をリニューアルし、焼肉店の運営事業に新規参入する 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社巽造園土木 9150001013028 造園工事業者と施肥技術マイスターによる環境に優しい植物性堆肥の販売 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社春 9150001023002 春ブランドの知名度を活用したＦＣ事業とＥＣ販売への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 吉野郡天川村 せせらぎの宿　弥仙館 高付加価値部屋設置で個の多様化対応プラン　～滞在型にも対応～ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社太陽建装 9150001019917 飲食店舗内装の「モデルルーム」としての飲食店舗の新規開業 ディア行政書士法人

近畿 奈良県 吉野郡天川村 株式会社花屋徳兵衛 3150001022884 新たな収益源として旅館経営の強みを活かした飲食業へ新規参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 酉越左官 オリジナル左官什器 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 株式会社ＦＯＣＵＳ 9150001022887 「運動」×「食」高齢者の運動不足と食生活の改善の為の「パーソナルレッスン×テイクアウト」への事業転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＧＲｅｅＤ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 2150001020740 宿泊事業を撤退し、キッチンカーを利用した新しい業態に変更 安村　摩耶

近畿 奈良県 橿原市 株式会社德岡テクノ 6150001020332 産業廃棄物処理での脱炭素府方式の開発と民間業者への普及 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ 6150001014796 レーザー加工機導入と一貫生産体制構築による医療・健康・福祉分野への進出 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 杉本合成株式会社 4150001012901 カーボンニュートラルな新素材「ポリ乳酸樹脂」製食品容器開発に向けた製造環境の整備 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 有限会社上田玄米茶屋 7150002009803 自動化技術導入で食の安心・安全の製造体制を構築し高級品市場へ進出 清水　和也

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ならやま住建 3150001006284 先端技術を活用して地域の生活インフラ構築に貢献するコインランドリーサービス 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社昭栄製作所 5150001012850 熟練工の再配置で新分野への挑戦　―「組立ロボット及びＩｏＴ遠隔監視の導入」により実現― 大阪信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 有限会社中和部品 7150002008185 純水器を使用した自動車の高品位洗車事業への新規参入 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 株式会社司工業 7150001018945 安全性を追求した「次世代足場構成部品」の一貫生産への挑戦 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 五條市 株式会社山口商会 3150001022372 次世代整備基準設備の導入によるＥＶ・ＨＶ及び大型特殊対応「整備認証工場」整備事業 加藤　永俊

近畿 奈良県 香芝市 吉村化成株式会社 9150001013655 ポストプラスチック原料を使用した環境配慮型容器製造への進出 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社安川鉄工建設 6150001013625 職別工事業から鉄骨の一次加工業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 天理市 有限会社石川運輸 8150002005603 低迷する建機運送業からトラック架装・歩み板製造業への進出による収益Ｖ字回復 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 奈良市 株式会社鹿屋 2150001007408 空きスペースを活用し土産物店から地域連携型のカフェへの新展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 ＳＲ 美容室の２階で完全個室トータルビューティサロン、全国のサロンに革新的なＯＥＭシャンプーの開発、ＥＣ構築までを提供 中平　浩史

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ミライトリンク 3150001002688 オフィス向け弁当の開発で新規顧客層を開拓し、事業再構築を図る 景山　洋介

近畿 奈良県 奈良市 株式会社エーティーエム建築 3150001011895 住環境にこだわったリラクゼーション事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀市 イタリアンカフェ　アリオ 石窯ピザとイタリアン総菜のテイクアウトを主体とした地域初のデリカテッセンの開店 橿原商工会議所

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 イージーリンク株式会社 6150001010309 ビーガン料理とスイーツを、デリバリー及びＥＣサイトにて販売を行う事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 奈良市 湯脇智子 奈良の風情を楽しめる初「くるま旅」スポット　東大寺北側エリア活性化プロジェクト 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社吉川ジオテック 1150001011749 高流動コンクリートによる大型プレキャスト製品対応を通じた工場改革による生産量増加と３Ｋ及び承継問題解決 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 桜井市 シンワ精機株式会社 5150001009351 世界シェア５軸加工機部品の０．０１ｍｍ公差と全数検品に挑む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社Ｂａ・ｌａｎｚａ 5150001015028 日本にいながら留学体験。北海道で国内プチ留学とワーケーション 本田　秀継

近畿 奈良県 奈良市 レストランテ　アコルドゥ 東大寺旧境内跡にて奈良の風土を感じるテイクアウトカフェの新規出店計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 秋津鋼材株式会社 7150001005555 脱炭素社会の到来を見据えた、アルミ・銅等の非鉄金属コイル材　のスリット加工への挑戦 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社飯塚製作所 2150001012333 アークイオンプレーティングによる金型コーティング加工の取組み Ｋ＆Ｐ税理士法人

近畿 奈良県 橿原市 アスカコアテクノス株式会社 1150001011419 放課後を英語環境で過ごす学童型アフタースクールの開校 田中　敬人

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社八寅 8150001015339 飲食店の商品ノウハウを活かし、卸小売業への事業転換で活路を見出す 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 株式会社ベジフルバリエ 8150001017104 コールドチェーンで届ける「新鮮」で「安心・安全」な野菜加工品 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 奈良市 Ｕｎｉｔｙ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ合同会社 5150003001678 カラーシステム導入による支援サロン運営 吉尾　正巳

近畿 奈良県 香芝市 株式会社香芝製作所 2150002008818 物流倉庫向けの自動化システムに新規参入するための事業 松下　隆信

近畿 奈良県 桜井市 株式会社渋谷 2150001009346 特注コンテナハウスの製造方法の大胆な変更 株式会社三井住友銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社壮寿 4150001018064 新たな「入浴サービス」と科学的アプローチによる「温浴療法」 柴田　壽徹

近畿 奈良県 奈良市 日本振興促進合同会社 3150003001515 古都奈良から歩いていける台湾、異文化体験型台湾無人飲茶専門店、完全個室と点心体験施設の建設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＣＲＥＡＲＴＨ 2150001022695 時代のニーズに応える新築戸建へのＣＲＥＡＲＴＨブランド展開事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社キョーシン 1150001014727 ２４時間自動製造ライン導入による新たな金型部品生産への挑戦 橋本　賢宏

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社ハヤシ・ニット 9150001013267 オーダーメイドの肌着、サポーターの生産及び直接販売体制の構築 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 五條市 有限会社農悠舎 9150002011427 脱食品ロス！！廃棄を減らしてがっちり収益、農家が持続できる社会の創造 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 岡田建設株式会社 4150001012455 奈良でプチ贅沢【Ｇｒｉｌｌ＆Ｃａｆｅｄｅアスカ】プロジェクト奈良の味覚を奈良文化の中で味わうアウトドアスペース ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 橿原市 有限会社パネトリー 9150002007664 地域観光資源を掘り起こす高級パンとカフェＦＣ開発の取組 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ミヤタケ 6150001017584 当社の自動車整備技術を活用したキャンピングカー事業等の展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社日本クリーンシステムズ 1150002001360 食材のデータ管理機能を有する加工センター・直売所新設による顧客開拓 中嶌　大

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 吉野ストア株式会社 3150001015946 奈良吉野の地方スーパーが挑むグランピングと食品小売業の融合事業 但馬信用金庫

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社クスダ 8150001009729 最新鋭加工機で高精度・大型鋳物部品に対応し、ＥＶ電池製造分野へ新規に進出 特定非営利活動法人アタック・メイト奈良

近畿 奈良県 吉野郡天川村 角甚 旅館業の強みを活かしたグランピングと日帰り入浴事業へ新規参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社アグレワン 2150001007878 飲食店としての強みを活かし地域活性化につなげるグランピング事業への進出 森田　大

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社Ｋ・Ｔサービス 7150001018144 製造請負会社が飲食業経験の豊富な人員を有効活用し、地域性を生かした焼肉店経営に挑戦！ 税理士法人ＳＢＬ
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近畿 奈良県 御所市 株式会社辻本自動車 2150001021598 先進安全自動車特定整備及びＥＶ自動車に特化した「環境整備対応・民間車検指定工場」の整備 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 ラック産業株式会社 2150001011384 自社の特殊伸縮素材に対応した、リネンサプライ業への事業転換 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ディズム 6120901027454 外出が困難な高齢者をＩＴを活用してできる限り接触を減らしながらお散歩にお連れするサービスの開始 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 奈良県 奈良市 株式会社楓工務店 9150001007681 デジタルで建設業界を大改革！３Ⅾプリンター建設事業への進出と工程管理システムの構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 天理市 株式会社大英 9150001022227 全天候型テントトラス材を使用した革新的な作業環境の工事受注とレンタル事業 隅田高司

近畿 奈良県 天理市 株式会社宇埜鐵工所 4150001006382 半凝固によるアルミ成形鍛造品の開発 税理士法人成徳

近畿 和歌山県 和歌山市 楠山　尚子 「『健やかに美しく』インディバによる健康美容のワンストップサロン」 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 株式会社Ａ＆Ｓコンサルティング 1170001008677 経営コンサルタント、福利厚生を売る 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 エノモト自動車 自動車整備事業者が挑戦する新たなスタイルの船舶整備事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社和奏 1011001118085 海外向け「着物柄ファブリック製品」Ｄ２Ｃ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社久保商店 7170002001287 ２次加工済み製品の短納期提供により建設業界の問題解決に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社井上鐵筋工業 3170002006001 和歌山エリアオンリーワンの「全粒粉ドーナツ販売」を展開する事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ビルテク 7170001012822 ポストコロナへ対応した男性専用の脱毛サロンの新規開業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 是空 紀伊半島大水害を生き残った奇跡の「梅」加工品で飲食店から六次産業化へ 岡　京子

近畿 和歌山県 橋本市 和食　とくさ 店舗の個室をテラス型へ改装し、海鮮バーベキューで二毛作営業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 清新通産株式会社 6170001009621 生産者と共に観光客へ県内産品の魅力を伝える商品開発事業 芋月　章二

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社月神ＤｒｅａｍＰｒｏｊｅｃｔ 7170002005817 和食料理店を営む事業者によるハンバーガーを看板商品としたカフェ事業 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 有限会社野上工芸 5170002002956 当社コア技術を活用した木製の照明器具市場への進出 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 フルハウス デジタルサイネージを使用した広告による収益と無料公益広告の放映 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 橋本市 中野トーヨー住器株式会社 4170001010688 お客様の多様なリフォーム需要に応え下請けから脱却を図る新事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社ホテルしらさぎ 6170002009422 南紀白浜の奥座敷「椿温泉」の湯治宿が地域のウェルネス資源の活用やオンライン医療連携を通じて提供する日本初カスタムメイドワ 細田　宏

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 ＲＤＦ たぶん日本初！レーシングカーも造る板金屋 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 和歌山市 レストランカフェ　デサフィナード 周辺に訪れる観光客を新たにターゲットに、民泊事業を展開する 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｅ．ｋａｎａ 男性エステ分野への新事業展開 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 手もみサロン　ひなた リラクゼーションサロンの「脱毛サロン・整体院」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 和歌山市 株式会社濱辰商店 4170001005309 味を守り冷凍で変革する県内唯一１１４年企業「老舗かまぼこ店」の挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 有限会社あんちん 1170002010384 団体観光客依存型のレストラン経営から脱却　カフェへの事業展開 水城　実

近畿 和歌山県 海南市 有限会社橋爪商店 6170002006568 アフターコロナに備えた宿泊施設を対象としたバスマット宅配型リネンサービス事業に使用する拠点の改修及び拡張 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 特定非営利活動法人エフエム和歌山 1170005001901 和歌山県の魅力を最大限に伝えるラジオ動画のサブスクサービスの展開 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社城東メディカル・サービス 2170002001944 中高年女性の美と健康を守り、介護とのシナジー生むフィットネス事業 岡　京子

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社三幸商事 4170001008674 ニーズに応じた食品をご家庭・取引先へ直送の販路を全国拡大、冷凍技術を活用し変わらない味をＥＣサイトでご提供 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＷＣＳ 2170003001035 飲食分野でのシステム化を活用した地域密着型のテイクアウト・デリバリー戦略 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ステーキハウス元町 4170002005547 老舗ステーキハウス自慢のお肉をご家庭でも、食材の有効利用と販路拡大のためのオンラインショップの開設 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 北広ケミカル株式会社 1170001002969 デジタル捺染インクジェットプリンタ用の透明高硬度高伸度水系ウレタン樹脂の製造 税理士法人ＴＡＳ

近畿 和歌山県 橋本市 旭精機株式会社 9120101033481 「脱炭素」社会に貢献！車載用リチウムイオン電池等の製造への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 橋本市 東陽染業株式会社 8170001010684 丸編みヒートセット事業展開とエコ経営展開による事業再構築 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 有限会社キシウラ 8170002006211 地域福祉の推進と介護施設の事業継続を多角的に支援するトータルソリューション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 和歌山市 豊舟 世界遺産熊野古道での民宿豊舟の開業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 菱紀塗裝工業株式会社 3170001003560 環境負荷の少ない金属製品塗装を実現する事業再構築 近山　寿博

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社白浜鮮魚 5170002009340 事業者向けの水産加工事業・ＳＤＧｓを実践する食堂営業・オンラインを活用したクエ鍋セットの販売 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社オーテック 7120102027492 ポストコロナを見据えた「和歌山ハイボールバー」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 田辺市 株式会社紀州鶯屋 7170001009769 廃校で地域の人々と共につくるさつま芋菓子 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 有限会社ヒカル・オーキッド 3170002007362 世界で一番地球にやさしい胡蝶蘭ブランド「フォアス」～ユーザーへ胡蝶蘭の全く新しい価値を届ける！～ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社セトウ 1170001007258 食パン専門店ＦＣ加盟店によるパン事業の確立 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 大岩自動車株式会社 4170001013237 先進安全支援搭載車体のフレーム調整サービス 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社紀州梅香 2170001012026 新工場設立及び卸向商品生産ラインを確立し、農家からメーカーへの転換を図る 泉　正道

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 株式会社Ａｈａｈａ 1170001013636 健康寿命を伸ばす！科学的介護を用いたリハビリ型デイサービス事業計画 笠田隆博

近畿 和歌山県 有田市 株式会社宮好 6170001007468 梅大国和歌山が開発した新品種「露茜」で作った“赤い梅酒”の製造販売 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社喜多工務店 7170001009034 テレワークオフィス及び需要者の方々にＩＴのオペレーションを提供する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀州高下水産 9170001013991 独自技術で常温保存できる海産物のレトルト惣菜を開発・販売する 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 株式会社オカザキ紀芳庵 1170001010823 地域資源を活用した観光拠点の開業と自社ブランド商品の開発及び拡販 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社イシゼキニット 2170001000204 社員５名との挑戦！！サイズ別展開機械の導入でコロナ禍での売上増を目指し新規販路開拓 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社藤桃庵 4170001014078 進化系桃のスイーツ新商品開発と観光フルーツパーラー施設「桃のしあわせ館」の開設 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 まなべ石油販売 温泉と絶景を楽しめるテイクアウト＆カフェ事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 合同会社輝産業 1170003001184 障害者グループホームの開設による福祉業界への新規進出 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社赤井工作所 1170001007712 パンチ・ＣＯ２レーザ複合機を導入し、高品質な超小型衛星地上局アンテナ及び架台の製造・販売計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 酒本物流有限会社 9170002005947 倉庫建設と配送資材再利用体制の確立によりＳＤＧｓ物流を開始 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 岩本石油株式会社 5170001000291 和歌山発！インフラ点検用エッジＡＩソリューションサービス事業 株式会社紀陽銀行
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近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社川口工業所 8170001012292 部品メーカーからアセンブリー・メーカーへの事業拡大 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 有限会社新岡農園 5170002010926 木桶熟成のプレミア柿酢と極みソフトドライフルーツの新商品開発およびそれに係るＨＡＣＣＰ準拠の工場設置と製造機械設備の導入 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｈ２Ｓ　ｈａｉｒ スタイリストによるカジュアル感覚で利用できる最高の美容脱毛 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 株式会社中口板金工作所 3170001002356 マシンセルシステムの導入でリチウムイオン電池セパレーター製作機械部品業界へ参入！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ハヤシ・シザース 7170002004736 世界初のメンテナンスフリー理美容ハサミの量産体制の構築と拡販 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社ハマコー 3170002008988 「専門的知見の活用」と「保護者の利便性を考慮」した放課後等デイサービス事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社紀州フーズ大谷 3170001009566 しらす梅及び梅パウダーの開発による新たな収益源の確保 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 清水印刷株式会社 1170001001509 ＤＰＳによる新たなビジネスモデル構築で地域イノベーションを実現 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 協業組合太成 3170005003623 既存事業のリソースを活用し、製造業の国内回帰に寄与する新分野展開 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社柚香 8170002005114 水産資源の廃棄ロスをなくす！雑賀崎漁港での鮮魚さばき活用事業 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 株式会社加藤工業 8170001012813 高層マンション・橋梁工事など大型現場の足場工事分野へ新規参入し、全く新しい顧客層（大手建設会社）を開拓する！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ｋ．ＮＥＸＴ 5170001016049 軽量化足場に特化した倉庫業 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社アドヴァンス 4170001008377 地域密着型フィットネスクラブの経営資源を活用した学習塾への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 有田市 レピ　マルカ 出来立ての味を閉じ込めた長期保存可能なフローズンスイーツを開発し、これまでのＢｔｏＣからＢｔｏＢへ乗り出します 大塚　美晴

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社アート工房匠人 9170002005781 住居と豊かな緑の融合を図った、庭造りを行うグリーンデザイン事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ダートコーヒー株式会社 1170001001822 創業６４年の食品卸会社の強みを活かした、環境に優しい珈琲焙煎を見学できるカフェ＆クレープリー 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社玉置建材 9170001013835 在宅利用者と家族を支える自立支援型デイサービス事業への参入 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 西田生花店 自社ブランドを確立し、フラワーアレンジメント教室へ業態転換！ エンジョイント税理士法人

近畿 和歌山県 御坊市 三和セルロシン株式会社 1170001010063 人工木・バイオマス成形材料　製造 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 新宮市 ラターナ 本格イタリアンの保存食品の製造及び自社所有地内での工場・販売拠点の創設 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 橋本市 石橋自動車株式会社 5170001012320 鈑金塗装分野進出によるトータルカーライフサポートの実現 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 田辺市 中村伸吾建築設計室 宿泊体験施設、デジタルデータベース、地域特化型セミオーダー住宅を用いた事業再構築 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 湯浅醤油有限会社 2170002007446 フランスボルドーで醤油醸造所レストラン・湯浅醤油ブランド化事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社サンエーテック 4170001013096 ベルトクリーナーの開発・製造による卸売からメーカーへの進出 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 トップランド 「古民家」を活用したキャンピングカー販売事業 税理士法人あすなろ

近畿 和歌山県 和歌山市 風神莫大小株式会社 2170001002828 『密を避けるアウトドア用品リユース事業進出！体験型ショップ＆ＥＣショップの開設』 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 有限会社岩谷水産 2170002011654 コロナ禍における食のスタイルの変化に対応したブランド魚の冷凍フィレ加工への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 橋本市 有限会社伊都スズキ販売 7170002010866 地域から世界へ「日本の作業場から直送」自動車中古用品ＥＣ販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社寿精密 9170001010972 新型リチウムイオン電池の構成部品提供による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 民宿マルキ 円月島前唯一の民宿が挑む和歌山イチのイタリアン店への挑戦 吉川　祐介

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社濱本組 7170001008861 地域医療・介護における栄養療法食の提供システムの構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 吉田染工株式会社 5170001007948 糸染色加工業から女性用インナー等製造業への挑戦とＥＣによる小売参入 クレアスト株式会社

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 中西歯科医院 紀州有田初、３Ｄ技術を用いた歯科技工所による地域活性化 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社アイエフシーシステム 4170001011620 外食産業で培った「おもてなしの心」でテイクアウトの中食産業へ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 紀南段ボール株式会社 4170001008625 最新設備・ＥＣの活用を通じて段ボールのｔｏＣ販売を実現、向かい風な経営環境を打開 株式会社シャイン総研

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社プランニング守山 4170002004945 障害者・高齢者を対象とした共同生活援助の機能を持たせた住宅サービスの提供と飲食店の開始 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 田辺市 焼きたてぱんＤ’ｏｈ！ 地域に根差した地元ベーカリーカフェの新規運営 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 まるとも海産 新商品、新設備、新販路における少子高齢化社会の食を支える新事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 新宮市 有限会社ＪＰカンパニー 3170002011554 建設会社と世界遺産熊野の観光復活を応援する長期滞在型ホテルの開業 株式会社紀陽銀行


