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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 福井県 鯖江市 犬の美容室ハッピー １組限定の愛犬同伴全天候型キャンプ施設事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 クリーニング八木 一般クリーニング業から高級衣料に特化したメンテナンスケア専門店への新展開 福井信用金庫

近畿 福井県 越前市 株式会社オーケン 9210001011512 陶板浴入浴施設を体験施設に変え、陶板浴施設工事業に業態転換する。 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 有限会社佐藤かまぼこ 3210002001476 日本のセンター福井から、地元と沖縄をＭＩＸした食文化の発信 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 福井市 株式会社ＳＮＯＷ．Ｋ 6210001017396 昼と夜で営業形態が変わる移動式Ｂａｒへの業態転換事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 小松屋 創業１０６年の味を食卓に！福井名物カニのテイクアウト販売事業 佐々木　孝美

近畿 福井県 鯖江市 株式会社Ｊ．Ｃ．通商 3210001015857 コロナ禍対応の「香港飲茶」業態の確立による飲食業界への新規参入 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 ラウンジ　リシュブル パン吞みできる飲食店への事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 小杉織物株式会社 6210001007538 高速製織技術を生かした機能・コストに優れる絹製寝具の製造 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 ケイショウ株式会社 2210001015684 シニア向けの使いやすいフリーマーケットアプリによる新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 大野市 有限会社木村商店 3210002009965 廃棄物処理業者が、資源の有効活用を推進し、３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅの課題解決に取り組む 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 吉田酒造有限会社 9210002004143 酒造残渣物からのマテリアルリサイクル事業の確立 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＣＡＲ－ＭＡＮ 1210001016964 ラストワンマイル輸送における持続可能な物流環境の実現に向けた、商用ＥＶの特定整備分野事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 オフロム株式会社 7210001000830 高密度・高機能基板における確実なトレーサビリティを確保した高精度・高速基板実装ラインの構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 片山機械株式会社 4210001000908 高品質・安全・高耐圧化半導体分野へのシフトに向けた複雑三次元加工技術の確立 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社元井建設工業 6210001007694 業界初の建築廃材・再資源化に貢献する高効率・木質バイオマス用「切削チップ」製造体制の構築 福井信用金庫

近畿 福井県 小浜市 カワイ株式会社 2210001014249 内製化や製造方法の変更で塗り箸の食洗器対応と生産性向上を実現 小松﨑　哲史

近畿 福井県 鯖江市 田中忠織物株式会社 3210001013051 老舗織物業者が、高まるＳＤＧｓ対応に配慮した素材による織布製造に挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社コスモ超音波研究所 3210002001261 新製品「オゾン乾燥機」によるＥＣアパレル業界への新規参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社柴原電機 2210002001634 地域のライフラインを守る！県内初の住宅設備リビルド品販売と修理・メンテナス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社Ｉｄｅａ　Ｃｒａｆｔ 1210001018218 昔ながらの町屋×デジタルを通じた業態転換！ 稲葉　順一

近畿 福井県 坂井市 株式会社本原農園 6210001016646 広大な農地を管理する若い農業従事者が、自らが栽培管理したお米を精米し、白米の量産小売販売に挑戦する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 メゾンデザイン工房株式会社 3210001004100 住宅リノベーションによる空き家再生、地域活性化・強靭化事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社越前かに成前 9210001014457 新加工法で目指す高品質な「かにの総合店」 福井商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 有限会社タカハシクリーニング 3210002010543 老舗クリーニング店が北陸新幹線延伸で需要高のリネンクリーニングに挑戦 敦賀信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社谷口設備 1210001014415 設備工事業の新たな挑戦　連動型加湿器の製造販売による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 坂井市 株式会社ナカテック 7210001002579 ソフトウェア開発とコールセンターを組み合わせたビジネスモデルの展開 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社マルサンアイ 9210001013302 脱ＶＯＣ！安全で環境に優しい水性コーティング商品のご提供 鯖江商工会議所

近畿 福井県 越前市 株式会社明光建商 6210001012034 金属製折板屋根の新しい価値を提供するフラットフェースの事業化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社羽二重餅総本舗松岡軒 3210001002731 「羽二重餅總本舗」が羽二重餅の世界を体感できる和カフェ新設 福井商工会議所

近畿 福井県 あわら市 株式会社杉田組 8210001007131 ＩＣＴ施工体制を構築し山砂採取をはじめ建設工事の生産性向上をはかる 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 有限会社津田自動車 7210002013831 地域初！特殊車両及び高度コンピュータ搭載車向け高品質アフターサービスの実現 小浜信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 やまはつ菓舗 菓子製造技術を生かしたスイーツを提供する眼鏡カフェ事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 サバエリサイクル協同組合 9210005007969 高品質・低コストリサイクル路床路盤材ＲＣ６０砕石開発とその高効率生産体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社小澤鉄工 5210001012737 立形マシニングセンタ等で半導体高機能フィルム巻芯装置部品へ展開 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 株式会社ジャルダン 1210001001561 グランメゾンへの業態転換とＩＴを活用した業務運営体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ｃａｎｖａｓ アフターコロナを見据えた新感覚体験型アウトドアカフェ業態の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 大飯郡高浜町 クレア株式会社 7210001014244 海の見えるテラスを新設し、外（非接触）での飲食需要を狙って地域初の業態を始める！ 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 有限会社上田建具 6210002013667 木製廃材を活用したブリケット薪の製造及び薪ストーブの販売事業 小浜信用金庫

近畿 福井県 福井市 アクアフーズ株式会社 2210001015115 ふるさと福井と共存共栄する為に伝統野菜の付加価値向上商品開発事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 メンズ　へア　マックス 消費者ニーズの変化に合わせたセルフ型脱毛サロン事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 有限会社フラワーフーズコーポレーション 7210002011190 アスターコロナに対応した　地域初の生パスタ専門店の開業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 ヴィノベート・ジャパン株式会社 8210001017816 福井初ＤＸ型次世代パーソナルサッカー塾の新事業展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ユトリＰＫ 9210001009102 オリジナル珈琲リキュールの開発・販売で、高付加価値型店舗事業への転換 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 ｎａｔｕｒａｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＳＡＬ 飲食店が食料品製造業に事業再構築し県外・海外販売へ 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社フジタ住建 9210001015769 障がい者向けのプライバシーを重視した新しいグループホーム 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社すのうどろっぷ 4210002008512 障害者福祉ニーズに対応した社会的課題解決のための障害者福祉・総合サービスの提供 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社村井隆商店 8210001004070 産業廃棄物処理工場の設備強化による３Ｒ推進と環境型社会の実現 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 鯖江市 田中建設株式会社 9210001013054 ＩＣＴ建機を活用した「砂防工事・災害対策・復旧工事」への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 大野市 株式会社アイケー 8210001009680 地方縫製業の挑戦！下請け体質を脱却し、新たな販路を開拓するＥＣサイトの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社八木熊 4210001004207 環境マテリアル事業　～配合技術で再生プラスチックを活用したい企業へのトータルコーディネート事業の実施～ 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 鯖江市 タガハウス株式会社 5210001013033 希少木材と伝統建築技法を融合した建築家具の製造・販売 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社ディーウエスト 6210001016976 産業廃棄物中間処理の優位性を活かす石綿関連事業への新分野展開 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 井上商事株式会社 9210001000218 高品質アルミ製屋内雨水排水管の開発と生産・販売体制の構築による新分野展開 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社システム・プロモーション 7210001013519 ヨガフィットネス向け　ストック型ビジネス展開 税理士法人武生中央会計

近畿 福井県 坂井市 アサヒマカム株式会社 5210001000072 整経機メーカーとの世界初の連携・協業モデルによる新分野展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社エフシーエージェンシー 3210001016104 「貸切バス×学習塾」送迎バスの運行で保護者の負担を軽減した学習塾の新規開校 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 株式会社西陣 2210001007384 地域資源の見え方・感じ方、地域の体験にもこだわった宿泊サービスの提供 福井県商工会連合会

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社オート工芸社 5160002000416 日本の農林業を救う！最新デジタル技術を活用した獣害対策事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 米原市 日本理美容福祉協会　滋賀米原センター 訪問理美容で培った経験を生かした介護脱毛サービスの展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 串揚げ・鉄板居酒屋　縁～えにし～ ドライブスルー型の薪窯ピザ専門店への事業転換 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 銘茶ますきち お茶文化を承継する若年層向け側面販売と厳選茶葉を使った本格テイクアウト事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 野洲市 アオキエージェンシー株式会社 1160001016061 卸売りの開始とアーティスト作品壁紙製造による新たなビジネス展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ガーデン 5160001016157 滋賀県の生産者の顔が見える食材を主役にした自然派惣菜の物販店 三宅　裕之

近畿 滋賀県 大津市 株式会社新佳論 3160001019293 ＣＳＡＳアソシエイトプログラムによる「ファン客創造サポートシステム」の構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 有限会社ボンサンス 1160002013132 保育園運営で築いた子どもに対する知見を活かしたきめ細やかな障害児支援サービスの提供 福井寛之

近畿 滋賀県 大津市 株式会社そらとうみ 4130001051728 女性向け能力開発のオンラインスクールの新規立ち上げ 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 祇園　八軒 無添加でおいしい鯖ラーメンと鯖の西京漬けの通信販売による売り上げ拡大 アアル株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＳネットワーク 2160001004676 年単位の貸間業から、時間／日単位の多目的ホール運営とインターネット販売サイトの運営 京都商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社体と心 4160001020135 『「低周波治療器」の導入、バリアフリー化により新規患者様の獲得 寺崎　兼司

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社滋賀新星堂書店 3160002007272 個々のケアに重点を置いたトリミングサロン事業への進出 税理士法人グロース

近畿 滋賀県 彦根市 秋田料理　椿 彦根初のベトナム風サンドウィッチを提供するアジアンバル＆カフェに挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社いろあわせ 9160001019032 ひこにゃんスイーツを通して滋賀の会社・人・モノ・まちの魅力再発見 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 ＥＳＴＥＳＴ プロ雀士が健康麻雀サロンをプロデュース　地域交流の活発化と不動産事業の集客両立に挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ｖｉｒｔｕｅ 5160001022394 「こんなのあったらいいな」と思えるオヤツ移動販売事業 伊村　睦男

近畿 滋賀県 草津市 岡崎工業 環境にやさしく耐久性の高い新材料を使用した吹付防水施工事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社アルサスエンジニアリング 6160001005407 半導体製造の技術革新へ貢献！次世代半導体露光装置向け部品への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社シガポートリー 3160001006060 家畜排泄物を用いた高品質有機堆肥の製造販売事業 大竹　貴司

近畿 滋賀県 彦根市 喜多嘉和株式会社 5160001008971 飛騨高山の水で、日本と世界と地球環境に優しい潤いを届ける事業 白川　淳一

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社竹内工業 7160001007278 「みどりの食料システム戦略」に資する食品加工機械の製造事業進出 株式会社ゼロプラス

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社日本技商 7160001016527 半導体製造装置の最先端部品を開発・製造し、脱炭素化とＩｏＴ化を図る 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社木下カンセー 3130001032547 廃棄物分別の高度化・ＩＴ効率化によるペットボトルリサイクル社会の実現 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 フジカ株式会社 8130001026602 ドローンを活用した風車点検で、カーボンニュートラルに寄与する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社忠真 3160001017677 小さくて多機能な店舗への移転とキッチンカーによる移動販売 京都中央信用金庫
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ＨＥＭ 5160001023005 鍼灸接骨院からセルフエステ＆スポーツジム事業による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 宮崎造園 『庭×憩×楽』グリーンレジャー事業への挑戦 栗田　一人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社Ｍ・Ｒ 8160002004802 ビギナー特化型ゴルフスクールによる新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ジェリフ 2160001015707 自動洗浄システムでアジア市場のトップシェアを目指す、豚由来のゼラチンリーフ製造販売事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社おおさき 7160001015215 ＪＲ守山駅前の遊休地活用プロジェクトで屋台村型飲食店の新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 青木工務店株式会社 1160001020732 ‘’土山ヌン茶‘’×イングリッシュガーデン×古民家再生で人流・移住を活発に 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 近江牛たなか善 近江牛の生産牧場と連携した近江牛の宅配サブスクリクション事業の開始 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社文教スタヂオ 4160001008709 非接触型セルフフォトサービスによる事業モデルの再構築と売上回復 株式会社ビジネスモデルサイエンス

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社サンミユージック 6160001006644 滋賀県初　個室サウナ併設のサウナ専門店への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社シンセイ 2160001008363 ＥＶ向け部品加工を実現するための大型設備導入で事業再構築を実現 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社愛和 2160001021416 ダイニングバーのノウハウを活用！高級×ファミリー重視の焼肉店 松尾　基司

近畿 滋賀県 彦根市 かい鍼灸整骨院 健康寿命を延ばすための高齢者向けトレーニングジムへの新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ＤＯＭＣＯＮ 7160001017203 廃棄される竹を肥料に利活用した「竹パウダー」で循環型社会への貢献 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社バイテン 3160001018898 卸販売する麺や具材、自他店用のテイクアウト等商品の製造に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社トライメイト 2160001006846 ＣＯ２削減やウィルスに有効な飛沫防止無風冷暖機の代理店事業計画 山部　浩平

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社ソレプロ 8160001018489 「人材不足・販路拡大」をサポートするクラウドサービスの開発 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 近江印刷株式会社 9160001008118 オンリーワンデザインのブランド米用米袋の新たな販売展開 協同組合さいたま総合研究所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社フィットネスワン 8160001015049 ライフサポートボール　高齢者向けオンラインフィットネスサービス事業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 ＥｖｅｒＳｐｉｒｉｔ株式会社 3160001018295 次世代半導体パッケージ製造の技術革新へ貢献！超精密プレス金型の製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 高島市 株式会社青谷建築工房 3160002011167 婚活事業と美容事業を通じてお客様と良いお付き合いをし地域を活性化 森藤　啓治郎

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社エスポワール 3160001014880 卸売から元請工事業へ、低コスト・時短の「ドアリフォーム特化」ショールーム開設 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社Ｂａｒｒａｎｃａ 7160001021840 トレーラーカーゴのオーダーメイド販売により新市場を開拓する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社エクモ 5160001020530 ＪＲＡ引退競走馬に第二の活躍の場を！競走馬オークションシステム構築で新市場進出 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 有限会社レガロ 5160002004598 「駅前美容室」の好立地を活かした脱毛サロン開業による、「総合美容業」への転身 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 名神電気株式会社 5160001014037 オール電化システムを活用したペットの道の駅「ペットステーション」事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＧＬＯＢＥＳ 3160001004452 マリーナ跡地を「すべての人が楽しめる湖×農業＆植物の楽園」へ再編成 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社大小屋 3160001018411 新業態の飲食店舗出店による思い切った事業再構築への挑戦 税理士法人大手前綜合事務所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ケイズプランニング 4160001012470 ３Ｄスキャナー及び複合現実の活用によるプラント設備工事等のＤＸ化 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 山岡精機株式会社 8160001007764 新分野展開に向けた長時間連続加工体制の構築と生産性向上 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社山梶製作所 5160001011174 オリジナル電動キックボードの製造と民生用（小型）製造開始によるワイヤーハーネス会社としての地位向上 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社近江商会 1160001006269 近隣企業のものづくりを支える金属屑仕分け保管販売及びバッカン製造等の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 くるり。 滋賀県初の近江鴨専門店による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社青山製作所 3160001013263 成長分野である電気自動車等のワイヤーハーネス生産機械の部品への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社うさぎメディケア 1160001017043 滋賀県初！ＩＣＴを駆使した新分野「ＶＲ×リハビリ特化型デイサービス」事業への参入。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社３６５－エステート 6160001006396 みんなが使えるシミュレーションゴルフを加えた総合ゴルフ練習環境の構築 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社団喜 4160001003940 新設備導入で和菓子の個別包装販売を可能にして販路を拡大 折口　隼耶

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社チャレンジ・ザ・フューチャー 8120001169848 ウィズコロナ／アフターコロナ需要を取り込み、第２創業として挑むフェイシャルエステ事業 株式会社アサユナイト

近畿 滋賀県 米原市 株式会社ＳＡＰ 7160001007856 士業・不動産の専門家常駐型のシェアオフィスをオープン 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社上田商事 3160001006465 ビジネスホテル業からｅスポーツ、シミュレーションスポーツも導入したスマートレンタルルーム業への転換 藤　崇之

近畿 滋賀県 草津市 株式会社スムース 5160001015068 建設・不動産会社向け相続相談システム構築事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 アクシス鍼灸院 ＡＩ動作解析ソフトでスポーツの世界で活躍できる子どもたちを増やせ！ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 草津市 株式会社湯浅製作所 7160001013219 金属加工技術の高度化による医療機器市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 米原市 有限会社伴自動車 5160002006867 地域の運送業者のニーズに応え、大型車の整備事業へ展開を図る 北村　信之

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社澤井牧場 8160002010965 澤井牛直営精肉店 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 昭和化学工業株式会社 9160001005370 「バーチャルくすり箱」プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社幸伸 9160001020196 地域ネットワークにＩＯＴを融合したコインランドリー事業の新たな展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 有限会社千野写真 6160002011395 昭和の現像店をバイク写真が撮れるライダーズカフェにリノベーション 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 有限会社初田自動車整備工場 2160002001425 倉庫業許可を取得しタイヤ保管業務を新規に開始し、地元顧客にサービスを展開し地域社会へ貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＧＯ－ＥＮ 8160001006304 ＤＸだから出来る地域スポーツ振興と健康支援　夢プロジェクト 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＰｅｔｉｔＰＬＡＣＥ 4160001016298 ゴルフを身近に！シミュレーションゴルフをプライベート空間で 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 焼肉ジロウ 近江牛精肉店の強みを活かした新規事業立上げ（キャンプ×近江牛精肉店直営カフェ） 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社おかけんリフォーム 1160001009593 「微弱荷電化技術」を用いた国産素材の地ビールとパンの製造販売業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 滋賀県 米原市 有限会社高山塗装店 8160002006658 ”塗装から非塗装へ”床処理の新工法を取り入れた新分野事業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社京滋井上自動車 7160001016535 自動車解体・リノベーションカー販売による、持続可能な地域社会への貢献 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 横尾工業株式会社 8160001007491 輸出向け製品の梱包や高度な技術力を駆使した焼付塗装事業への参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社湖東精密 1160002008132 マイクロネジ金型製造への挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 有限会社グリーン藤栄 4160002011216 生産・加工・販売から飲食サービスへの新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＯＫエンターテイメント 4160001021439 冷凍調理食品製造業への進出で、ゴーストレストラン市場への事業展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社インプル 2160001018172 人気ラーメン店がチャレンジ！レトルト調理ができるこだわりスープ専門店を開業！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社関西精工 9160001015568 高い事業継続性とＳＤＧｓの取り組みを両立する新分野への挑戦プロジェクト 税理士法人ほはば

近畿 滋賀県 大津市 日高電気株式会社 8160001001651 低電圧帯施工事業で家庭内電気トラブルを解決 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 高島市 有限会社宝船温泉 1160002011391 ボーダーレス温泉カフェによる事業の再構築と高島市活性化！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 犬上郡甲良町 山仁薬品株式会社 8120001091366 乾燥剤のパイオニアが挑戦する卸売業から消費者向け商品小売業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社オーエスエンジニアリングサービス 9160002000412 航空・宇宙業界向けのねじ転造機レトロフィット事業による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 ４ＣＯＬＯＲ＇Ｓ 事業計画名　最新技術「ブロックチェーン」を使ったスマホゲームの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 彦根市 彦根観光バス株式会社 4160001008634 シニア層が快適に登山・ハイキングを楽しめる「くつろぎバス」を導入する！ 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 宇治市 まゆみコンサルティング合同会社 7130003005118 宿泊業から未来に続く学習支援業ならびにサービス業への業態転換 種村智子

近畿 京都府 京都市中京区 章栄印刷株式会社 4130001021111 オンデマンドプリントで実施する飲食店向け売れるメニューブック市場への展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社福本製麺 7130001062680 創業１００年の老舗製麺所が「オリジナル冷凍麺」の自販機・ＥＣ販売で顧客拡大！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 ガーデン・ワールド株式会社 1130001006123 ゲストハウスとメロンパン屋が挑む低アレルゲンソフトへの挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ゴルコンダ 自社製香水に対応したドリンクとモロッコの軽食を提供する軽飲食事業への展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 合同会社梅鶯堂 3120003011673 和風パンの製造小売事業者がイートインスペース併設したパン屋を新設 奥田　謙一

近畿 京都府 京都市東山区 １２菓月のお菓子教室 パティシエによる「和の素材を活かした洋菓子工房」の運営事業 松浪　辰也

近畿 京都府 京都市下京区 ＳＨＥＲＲＹ　Ｂａｒ　Ｖｅｎｇａ 酒販免許取得しシェリー酒小売事業へのチャレンジ 京都商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 ＣＨＡＲＭ 新美容サービスでトータルサロンを目指す！ 岩本　博至

近畿 京都府 宇治市 ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ（アメリカーナ） 地域ニーズを満たすフードトラックでの地元野菜を使った軽食販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 伸栄通商株式会社 5130001014741 学習支援アプリ・メンタルスキャンアプリ等の導入による特定技能登録支援機関での劇的復活 税理士法人京都経営

近畿 京都府 長岡京市 株式会社フリースペース 2130001053172 鴨川沿いでインスタ映えするカフェ開業。建設業からの事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 ワダサウンド レコーディングスタジオから、ライブ生配信専用スタジオへの事業転換、新規プランの開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京童 9130001052291 高品質・低価格な「カジュアル洋服」のネット販売事業 税理士法人　松田進税理士事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｇｅａｒ　Ｃｈａｎｇｅ 4130001064911 学生採用ノウハウを活かした新卒人材紹介プラットフォーム事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社杣長 2130001003235 西陣のビロードを高付加価値化・多目的活用し、グローバル展開する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＡＩＳ 2130001037638 『美容×健康×感染症対策』一体型痩身サロン 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社ソースジャパン 3130002020922 産後の女性のための保育士同行訪問骨盤矯正の新拠点展開 京都信用金庫
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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社エール 6130001027387 「ＶＩＯ脱毛」に特化した美容サロン分野への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 ＯＭＣ株式会社 9130001039925 フランチャイズ弁当店から地域に根ざした唐揚げ専門店への転身と売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 有限会社青土 4130002026027 世界で未だ誰もはいた事のない、大麻１００％デニムの開発 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社よしとよ 8130001013518 古都京都のスイーツ販売×アロマを主軸とした生活関連商品の販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社いしかわ 1130002024413 京都の魅力を“五感”で堪能する天ぷら専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 韓式料理ピョリヤ 韓国宮廷風コース料理店のノウハウを活かした料理教室及び文化サロンの運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社藤井 8130001061384 日本料理店がつくるこだわりの素材を使用した新たなプリン専門店の開業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 隈本株式会社 9130001020595 隈本総合飲食店ＭＡＯ　テイクアウト・ＥＣ販売開始計画　老舗と呼ばれ地域のランドマークとなるための販路拡大事業 小田圭介

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社村上運送 3130002022704 稀少立地の事業承継を実現、京都の奥座敷で地域活性化を目指すカフェ事業 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京都市下京区 ミュージックオフィスクラウド 京都を中心に愛されている着物をＥＣサイトで販売をする計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ　Ｃａｆｅ＆Ｇｉｆｔ ソムリエ監修の「ワインジェラート×四季の食用花」の開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 ジェイ・ジー・エス・オー・デファインドネットワーク株式会社 3120001198851 変革を迫られる中小物流事業者への物流ＤＸ支援事業によるＶ字回復 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 アズシステム株式会社 6130001005830 子供向けプログラミング教室の開講 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 京都府 京都市伏見区 フランス屋製菓株式会社 3130001015592 コロナ後を想定した消費者ニーズ変更に伴う新販路開拓事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 アビリティ株式会社 1130001071522 接客のプロが提供する定額制ジェルネイルサロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社松下工房 9130001028151 フルカラー３Ｄプリンター導入による生産効率向上とＢｔｏＣ向け新サービスの開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 アイスケープ株式会社 7130001031413 眼鏡の移動販売車事業・店舗の一部和風カフェ化改装による事業再構築 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市下京区 京都樹脂株式会社 9130001019431 独自製法により製造されたアクリル樹脂材による個人市場向け商材の開発 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社平安陶花園 6130002010210 「器」×「料理」で世界観を表現する創作レストラン事業の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社サンルート 6130002023848 着物額装アートをＷＥＢ販売により世界へ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 ウネノ自動車 自動車搭載型キャンプユニットの開発製造とＩＴを活用した宣伝広告 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ふたば鍼灸整骨院 トータルエステサロン運営でコロナ禍特有の美容ニーズに対応する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社阿じろ 5130002000055 新しい生活様式に合わせた精進料理の冷凍個包装化と新販路開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 ニッテルサービス株式会社 3130001011419 飲食事業から一味違ったグランピングサービスに挑戦 山口育男

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社エムアンドシー 1130002013382 京都の古民家を活用したカフェ及びレンタルスペース事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 向日市 株式会社ＫＭクリーンサービス 2130001058675 障碍者の持続可能な能力開発・就労定着を目指す、地域に寄り添う就労継続支援Ｂ型事業の開始！ 税理士法人ハヤカワ

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｆｉｒｓｔ 5130001060141 海外サプライチェーンの毀損から脱却する、実店舗業態への新進出 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社北井 1130001004580 ＷＥＢ３．０を活用した自社伝統工芸品のＩＰ事業創出 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社龍村美術織物 9130001021544 共につくる、私たちの日本文化。現代手法と掛け合わせた世の中への発信計画！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 谷口自動車株式会社 6130001039630 京都府初！アウトドア用車両を中心とした自動車カスタムサービスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＡＮＤ 7130001064207 小売とテイクアウトによる売上回復 和田卓也

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＰＥＰＰＥＲ 1130001053990 ソーキそば店の出店及びデリバリー・テイクアウトサービスの開始 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社三晃食品 6130001020929 京風素材を使った粉末状商品製造による小売業進出と新ターゲット層開拓 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 久世郡久御山町 ８ｍｉｎｕｔｅｓ合同会社 4130003006291 健康美容食「ナッツ」「ドライフルーツ」の提案販売カフェ運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社丸十田中商店 4130001022662 映える和菓子のセレクトショップを行い、若者に対する和菓子のイメージを変え、和菓子文化を守る 花山　和士

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社洛歩 7130001049455 「おうち時間」を彩るオーガニックバスソルト（入浴剤）の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社Ｃａｍｅｌｌｉａ 2130001061720 訪日観光客向け茶道体験教室が地域の婚礼事業者と連携し、国内外のカップルに茶婚式のサービスを提供 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 京都府 京都市右京区 堀忠染織株式会社 8130001001860 ３Ｄデザインシステムを用いた服飾製品・雑貨の自社製作および販売 石黒　健太

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社平岩 2130001022268 自社の強みを活かしたクラウドファンディング運営事業計画 柿原　泰宏

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オートワールド 7130001056055 京都ならではのキッチンカー新規事業による経営の安定化 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＷｅｓｔＶｉｌｌａｇｅＦｏｏｄｓ 7130001045181 卸売りから消費者直接販売へ「キムチ専門店　京都美味い妓（うまいこ）」をオープン！ 越智　聖

近畿 京都府 宇治市 株式会社山﨑 7130001033748 医療向けプラスチック成形事業の新分野展開と量産体制の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社かわら屋はまだ 1130001067306 事業基盤強化を目指した外壁塗装と無農薬・甘酒カフェ事業進出 共田　薫

近畿 京都府 京都市左京区 クラヴスカフェ 自家焙煎珈琲と自家製ビッグフィナンシェの販売による事業再構築 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市伏見区 曙産業株式会社 3130001013729 マッチングプラットフォームを活用した東南アジア地域への販路拡大 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 合同会社伏水酒蔵小路 6130003004368 「屋上テントサウナ」と「出前で部屋食可能」なワーケーション対応宿泊施設 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社としはる 9130001060831 国の登録有形文化財の老舗旅館が提供する「客室ランチサービス」 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 美酒一献丸太町志むら 真空包装と急速冷凍による『京都・おばんざい』のテイクアウト用商品の開発と販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社東峰 5130001015153 ＳＮＳ配信や商品ＰＲに活用する動画撮影スタジオの開設と運営 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社光彩 6130001046908 最後の身だしなみ～葬儀の人材、経験生かした出張湯かんサービス 中井　康道

近畿 京都府 京都市中京区 リシェ 京都のヘルスケアを支えるピラティススタジオの開設 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京都市伏見区 ＴＨＥＬＡＵＮＤＲＹＦＡＮ 即日返却可能な宅配クリーニングサービス業への新分野展開 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ＴＳＵＪＩＹＡ　ＧＲＯＯＶＥ 4130001053245 京の老舗焼鳥店が勝負をかけるヘルシー志向の鶏肉餃子専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社浦田建装 5130001016630 ドローンを活用した農薬散布事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 京都府 京都市北区 有限会社西陣おたっしゃ本舗 5130002004114 高齢者施設等の方に向けた通信販売「店舗から発信する双方向型通販」ー離れていても暮らし方を提案しますー 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 松原鋳造ゴム印株式会社 4130001015699 見出し印刷機・レーザー加工機導入で芸術性の高い商品を提供 新経営サービス清水税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ８ 4140001103239 不動産リーズによる全く新しい収益基盤の構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＰＳＰ会計事務所 ＢＰＯ事業の取組による非資格者中心のビジネスモデルへの転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＫＰホールディングス 7130001061690 動画付き旅行予約サイトの運営 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ホリテック 3130001022523 実用新案登録　運搬具マキラックの製造及び販売による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社メンタルリンクエイド 7130001049406 地域社会を繋ぐ自家焙煎珈琲工房は、都会のイキイキオアシス！ 近藤　明夫

近畿 京都府 京都市山科区 Ｔ２ 京都産食材を用いた「京檸檬塩そば」「背脂醬油そば」のラーメン店への事業転換 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社コートレットフーズカンパニー 5130001055001 セントラルキッチンを備えた地域創生型シェアオフィス事業 礒川敦

近畿 京都府 京都市上京区 理容アイカワ 理容室を一新！“男を磨く”メンズトータルビューティーサロン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ビューティフルワークス株式会社 2130001036227 フォトサービスを提供する写真のある美容室の運営 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市山科区 おたすけシロー Ｌｅｔ＇ｓ　ＤＩＹ！　古家を改修し大工小屋や多目的フリースペース付きのシェアハウスを建築する 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社からふね屋 8130001006158 ｗｅｂに特化して京都の工芸美術をブランディングし海外向けＥＣサイトでブロックチェーン証明をつけた京都工芸美術品の販売事業 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市北区 株式会社フォスター 9130001042400 治療から予防へ　新しいスタイルの整骨院　高齢者向けパーソナルジムの開設 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社フォワイエ 7130001049265 多様な社会における『かかりつけ調剤薬局』を目指します 株式会社ブレインリンク

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ 9130001037887 バッテリーパウチ用アルミ箔のスリット（裁断）加工への進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 株式会社サンフレム 3130001033421 脱炭素社会に向けたアンモニアを燃料とする船舶用バーナの開発 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社Ａｔｏｍｉｓ 7130001054661 ＣＯ２分離回収素材の大量生産で温室効果ガス実質ゼロを実現する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 船井郡京丹波町 梅田土建株式会社 1130001035155 土木工事業から、技能講習教習所開設による、新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 有限会社中澤自動車工業所 3130002029047 地域経済を支えるＯＢＤ車検対応自動車整備工場への変革 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516 アモルファス合金を活用したＥＶ向け高効率モータ材料開発事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社広瀬製作所 8130001022279 金型製造技術を活かした、蓄電池向け微細な金属加工部品の製造 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社イー・コンザル 2130001049402 持続可能な暮らしを学び、体験するサステナブルアカデミーの開校 森　正義

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社光響 2130001047554 フェムト秒レーザー加工機を用いたＧａＮパワー半導体のレーザースライス加工 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社ホクト 4130001041290 高齢化が進む福知山市周辺の包括的ケアの一端を担うやわらか食の製造販売 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーク 2130001014034 京都初、ふとん丸洗い即日仕上げサービスによる新たなクリーニング需要の開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社白鳥リネン 9130001040759 医療・介護施設をターゲットにした最新式の染み抜き工程の構築事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アンプ 1130001048033 “体験価値”を提供するハンバーグ専門店への業種転換計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ヘアーメイクポリッシュ 9130001029364 美容室業界のサステナビリティを実現！「美容師の、美容師による、美容師の為の」新分野展開計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社大将 3130002012408 海鮮居酒屋の仕入れの優位性を活かした水産加工品のオンライン販売事業の新展開 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＡＦＬＯ・ＸＬ 1130001051904 新鮮でジューシーな京丹波産地鶏の販売事業 税理士法人小澤事務所

近畿 京都府 福知山市 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＥＧＯＮ 3130001050912 トータルビューティ×植物＝ライフスタイルを提案する美容室 福知山商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｎｉｓｔ 4130001063368 そうだ焼肉屋に行こう。京都の焼肉店舗と肉ケーキのデリバリーによる新分野展開 櫻井　雄太

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社がじゅまる木 9130001047721 保育園運営会社による、再婚、少子化対策のための結婚相談所・エステ事業への進出 本出　一正

近畿 京都府 京都市南区 有限会社倉橋技研 8130002008665 本社建屋増改築による流体制御分析機器の内製化と欧州市場参入 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 大西歯科医院 最先端デジタル技術を活用した高品質・短納期の歯科技工サービス 塩津　友輝

近畿 京都府 福知山市 株式会社国栄建工 2130001046242 ３次元レーザー測量業への新規参入と事業拡大プロジェクト 駒田　裕次郎

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社オーエムエム 1130001053909 ドリンクも楽しめるレッスンプロ常駐のインドアゴルフ場運営に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ヤマグチ鉃建 9130001055096 溶接機能強化による軽量鉄骨事業から重量鉄骨事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社リュウコドウ 7130001004121 和雑貨職人の手による癒しのペット用仏具でエンディング業界へ進出！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 株式会社吉岡商会 8130001046807 自動運転にも対応可能な整備工場で次世代の自動車社会に一早く対応 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市北区 株式会社金網つじ 7130001059339 日本伝統工芸を未来に繋ぐ！工芸品に触れる休日をコンセプトとした一棟貸し簡易宿所運営計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 行永機械 密回避でマリンレジャーが活況！船舶修繕業者がプレジャーボートレンタル・保管業へ新規参入計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社山幸製作所 5130002010954 旧式工場のＩｏＴ化により最先端パワー半導体向け製造部品工場へ再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 大槻工業株式会社 6130001000369 健康寿命を延伸し人々が輝く人生を送ることを目的としてウェルネス事業に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社タイゾー 3130001063906 無人シミュレーションゴルフ練習場への新規参入 長岡　孝之

近畿 京都府 長岡京市 株式会社レッド 8130001063199 障害のある人がさつまいもの生産から干し芋の製造までを行う自立型ビジネスモデルの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社木村技研 4130002019583 ステージメーカーへの新事業展開 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 京西 九条ネギ農家の挑戦～冷凍餃子開発による新分野展開～ 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 山村建設株式会社 3130001048667 河川工事にＩＣＴ重機を導入して画期的に生産性を向上させる事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ル・ピックアシエット合同会社 6130003004194 ミシュラン掲載フレンチシェフが創るおきてやぶりの通販スイーツ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都忘我亭 5130001062856 観光客依存の和雑貨店から訪れたくなる洋菓子店への事業転換 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京丹後市 株式会社真鍋組 7130002033887 ＩＣＴ　建機と自社開発工法を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 京都市西京区 株式会社山陶 9130001025090 リフォーム需要に対応可能なアートレンガ事業を展開することで、日本の中古住宅市場の活性化を促す 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 メルヴェーユ株式会社 4130001005568 脱プラ・省プラ容器化粧品によるネット販売主体ＯＥＭ先への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市西京区 ジャパンリゾート株式会社 3010401121399 遊休資産を活用したコワーキングスペースの新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 Ａ．Ａ．Ｋ．カラーアルマイト株式会社 1130001053181 軽量アルミ製鉄道車両部品の高精度表面処理による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京丹後市 割烹の宿こばま荘 低稼働率客室からワーケーション対応の宿への進化 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 茨木工業株式会社 7130001050479 「足場ケレン清掃」の請負事業に新規参入し、建設現場の安全性・作業性を向上！			 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 大翁商事株式会社 5130001005006 京都の魅力を取り込んだ新たなレジャー型ゴルフ練習場への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都高雄倶楽部 1130001028002 糖質制限スイーツの製造を外注から内製化に転換する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社ウェブトレジャー 8010502022252 越境ＥＣサイトの構築による国産ジュエリーの海外市場開拓計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京鉄 5130001010377 リサイクルを促進できる飲食事業とランドリー事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社覚王ダイニング 7130001051948 焼肉店から韓国大衆居酒屋への成長事業としての新分野展開計画 野竿　健悟

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社共同技術開発プラットフォーム 2130001046671 左官材料の無人販売とＤＸ化による営業支援 中村　憲司

近畿 京都府 京都市北区 株式会社串しずかホールディングス 6130001056618 新感覚ベーカリー自社製造販売、テイクアウトへの新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社スペースハシモト 3130001001072 「食」と「住」における健康をテーマにした地域密着型の新事業計画 芦谷義一

近畿 京都府 舞鶴市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＳＬＯＷ 文化遺産　舞鶴赤レンガ倉庫でのクラフトビール醸造とブランディング構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＦＵＳ 9130001057563 ハイブリッド型イベントに対応したイベント開催・誘致事業への新たなチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社吼獅堂 4130001060605 京都の画廊による宿泊可能な水墨画美術館の新設 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 京都府 京都市東山区 大日産業株式会社 3130001009421 組立工程内製化によりａｓｓｅｍｂｌｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ自転車で競争力強化 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京丹後市 株式会社藤山工務店 7130001042708 ＩＣＴ建機を活用した国直轄工事の新規受注と建築ブランドの再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 株式会社前川ダクト 5130001038922 切断工程の刷新を通じた高付加価値製品分野への参入による収益基盤の強化、事業領域の拡大 大串　智之

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社岡平 7130002013468 ＢｔｏＢ専業のきな粉製造業からＢｔｏＣ通信販売及び店舗販売に拡大 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社未来屋 3130001049120 オリジナル商品のＢｔｏＣ－ＥＣ販売という新たな販路による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 エーブラッド メンテナンス付きリース事業進出による地元事業者の生産性向上取組 中村　誠

近畿 京都府 京都市南区 株式会社共和 6130001008107 大手メーカー商品販売の「商社」から、自社製品開発の「メーカー商社」への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社ＪＴＳ 4130003005863 テイクアウト可能な自家製麺の焼そばとガーリックライスの肉めし専門店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社スクリエ 6140001109911 スマホ取付け口腔内撮影ミラーを用いたオンライン歯科健診サービス 湯浅　達志

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社ミホプロジェクト 9130002017517 「日本人のＤＮＡを探す旅」体験型ギャラリー新設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社三鷹商事 7130001033698 デジタル技術を駆使した非接触型インドアゴルフ練習場 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社中ト杉本製麺所 7130002007585 朝打ちうどんのテイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社吉秀トラフィック 5130002020012 取引先や八幡市と連携し関西・東海物流の保管庫として倉庫業を始める 山口育男

近畿 京都府 京田辺市 清栄ハウジング株式会社 5130001038765 京田辺市の不動産業者が、古民家を活用した地域の人と人を結ぶコミュニティカフェの運営に挑戦。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社やまむらや 6130001044382 フードロスの削減に貢献する老舗精肉小売店による「食肉加工品の製造販売」への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 編暇 コロナ禍で活躍の場を失ったアーティストを支援するバーチャルギャラリー＆カフェの開業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 たちばな運輸株式会社 2130001008424 脱炭素化に向けた新たなサプライチェーンの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 1130001029834 イベント特化型事業からのステップアップ！　～ＳＤＧｓと共に～ 合同会社そのさき

近畿 京都府 京都市中京区 ＡＩＭＥＸ－ＪＡＰＡＮ株式会社 8130001052895 新たな顧客層獲得に係るセルフ室内洗車場事業の開始 小森　俊

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社良品 7130001051477 テイクアウト可能な香港飲茶専門店事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社東豊グローバル 3130001063039 美術商による新感覚カフェで新規顧客を狙え！美術品に触って味わえるコンセプトギャラリー 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 有限会社関西セフティサービス 8130002028845 ＳＮＳをフル活用！＃ツーリング　映えるバイクカフェ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 Ｄｏｓｈｉｎ合同会社 4010403017405 キャンピングカーでめぐる「海の京都・京丹後」 小笠　信弥

近畿 京都府 亀岡市 株式会社大矢工務店 4130001035490 建築市場の変化に即した改修向け足場工事への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＣＯＣＯ屋 1130001056374 ＳＣ出店の強みを活かした飲食店事業（本格信州そば店）への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 久世商店 今やるべきことは足元を固めること！移動販売から店舗経営 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市北区 株式会社古河會 8130001051526 古美術品展示会事業のネットオークションへの転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 萬工業株式会社 3130001043726 半導体製造装置用部品加工分野への新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 よしおかクリニック 予防医療にも知見のある専門家が地域の健康と観光を元気にする温浴事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 株式会社豊栄金属塗装 1130001011651 ジルコニウム化成処理への変更で塗膜性能向上と環境負荷低減を実現する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 株式会社タケダ 2130001042118 ＦＣ展開ノウハウを活かし、地域活性化につながる飲食業への新分野展開による経営強化 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ＭＩＫＡＴＡ 6130002018055 ガレージ空間の利活用工事と収納機材ネット販売による新分野展開 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市下京区 ラ・メゾン・レーブ 料理教室の南仏家庭料理技術を活用したレストランへの業種転換 上田　誠

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ラクソル 5130001047378 ＡＩによるソフトウェア脆弱性対応ソリューションの開発およびセキュリティ対策市場への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社Ｂ・ＣＯＭＰＡＮＹ 6130002024235 右京初マイクロブルワリーとコラボキッチン開設による飲食業復活作戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 みらい京都株式会社 7130001056567 古都・京都から食でみんなを幸せに！！～みんなが共創できる環境の創出～ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ｉシステムリサーチ株式会社 1130001050872 ３次元点群解析における検査（データ取得）の省人化及び内製化による付加価値向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 藤岡酒造株式会社 4130001015526 京都の老舗酒蔵が挑む、清酒の新たな市場を開拓する瞬間凍結酒の製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 永本機業店 西陣織製造業者が実店舗とインターネットを通じた小売展開へ 三浦　優

近畿 京都府 京都市伏見区 オトトジェット 天然鮮魚をテーマにした、新・魚食文化を発信する飲食等複合施設 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 サンリゾートダイドウ株式会社 7130001043029 未利用屋上＋景勝地を活用したワーケーション対応施設への改善 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社やまとカーボン社 6130001011936 印刷工程の自動化による高品質小ロット印刷対応及び新規市場への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アクシュ 2130001028810 京都に住んで京都で働く！雇用者・求職者のための地域密着型マッチング事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社大工中村屋 9130002020009 防音防災ブースの商品化とコミュニティカフェショールームによる地域共栄 京都中央信用金庫
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社豊陽 9120001178880 茶室を中心とした和装建材（古材）の輸出事業 登尾　源一郎

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ガルーダ精工 1130001065417 ５軸立型ＭＣとＣＡＤ／ＣＡＭ導入による長軸部品加工内製化で新規ＥＶ分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 伊東板金工業株式会社 5130001010006 パンチレーザ複合加工機の導入により医療・ヘルスケア分野へ進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ウイングスインターナショナル 5130001028064 クリーニング等の加工工程に特化した「洋装・ブライダル衣装の加工事業」への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社遠藤写真工芸所 7130001062565 プリント・デジタル両メディアを提供することで、顧客のＤＸ　推進を支援する新事業 協同組合さいたま総合研究所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社西田惣染工場 6130001018345 のれんで景気回復プロジェクト 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 西日本印刷株式会社 9130001018350 貼合加工の内製化による、受け身型企業から自立型企業への転換 中谷　健太

近畿 京都府 京丹後市 茜海旅館 感染症等に対応した非接触型１棟貸切宿泊施設の構築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社京都きもの会 8130001042483 セルフ写真館の構築により、若者にＳＮＳ映えする新しい着物ファッションのトレンドを発信する 花山　和士

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社タケベプランニング 8130002034406 自社店舗を有効に活用した「コミュニティショップ」の開設による新分野での展開 中川　正茂

近畿 京都府 京都市伏見区 大木祐二法律事務所 完全個室の会員制高級インドアゴルフスタジオ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社能見工務店 4130001053749 家づくりから暮らしづくりへ　～オーガニックカフェ兼レンタルスペース事業への参入～ 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 都テック株式会社 7130001003932 地域資源循環型公園・グリーンキョウト“住宅街のど真ん中　都市型公園内にＣａｆｅを作る 片岡　卓也

近畿 京都府 宇治市 株式会社リプロ 1130001031856 リプロアウトドア工房の設立と新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社フューチャー 7160001006321 新たな内装工事の情報発信拠点となるカフェ＆リラクゼーションサロン事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 合同会社レギュレイト 8130003007484 協力会社と連携し、老舗人気焼肉店「ホルモン三吉」を復活させる 山口育男

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｖｉａｎ 1130001061853 理学療法とエステに強みを持つ事業者が取組む新しいピラティス事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 鈴木工務店株式会社 9130001058454 ＤＸを活用し、非接触で地元京都の食材を活用した料理を少人数から楽しめる洋食の飲食店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社三田久 8130001011777 「食べることで日本の文化が伝わる」精進料理店への業種転換計画！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 京の宿　石原 既存事業を生かした飲食業の展開と既存事業への付加価値 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社タック 4130001021540 理美容業界の働き方改善と稼げる理美容師の養成を実現する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社瀬野工業 1130001044073 次世代足場を活用した土木市場の足場工事への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ワークヴォックス 5130001069240 車の可能性を広げる車種別カーファニチャーの開発と量産体制の構築 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社翔游 9130001057522 中国人シェフが不足する中華料理店に対して新設工場で製造する低価で美味しい料理を提供する 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 ジョー・リテイリング株式会社 4130001060828 ＥＣサイトを構築し、自社開発したプロテインの定期便サービスで新分野展開を図る 丸岡　稔弘

近畿 京都府 京都市伏見区 ネオファルト工業株式会社 6130001015350 京都の地産地消こだわったおにぎりカフェ（飲食事業）への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 株式会社襷 2130001065457 地域密着型の電気工事会社から和菓子の製造販売への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社祥 1130001044230 元気の元は自分で選ぶ日中活動、地域のハブ拠点も兼ねたデイサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 相互ビジネスフォーム株式会社 7130001038103 最新印刷技術とパーソナルＤＭを組み合わせ新分野展開としてメーリング事業進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市下京区 京都加工蔬菜株式会社 9130001019381 食料廃棄ロスを低減するレトルト加工事業参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社冨浪文華堂 8130001009508 ４つのサステナブルなテーマのシナジー効果を発揮する小売業への業種転換 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社清水精工 6130002028021 新たな製造体制構築による医療用機械部品製造・加工への取り組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社プロスタッフ 4130001038849 規格外貨物に特化した自社倉庫配送システムの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社洛南 2130001038264 最新設備導入によるトレーラー関連事業への新規進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 イーサポート株式会社 6130001034409 アレルギー対応オリジナル商品の製造と販売チャンネルの構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社ＩＮＡＨＯ 1130003005916 女性人気飲食店が女性の輝きを応援するエステサロンに進出 藤村　正弘

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社かねた屋溪商店 4130001056628 和の中心京都の畳と畳店を無くさないための畳材料卸しから　畳製造・販売への業態転換 北村　友和

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社オリエンタルベーカリー京都販売 6130001033518 アフターコロナにおける高付加価値商品の生産を開始し食品加工業へ進出する 株式会社池田泉州銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社紬 3130001062222 国産木材と廃材を融合！地場工務店の手掛ける木のぬくもり溢れる家具 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社俄 9130001005266 革新的技術による新たな製作方法の確立と新製品を用いた新規販路の開拓 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 中村鉄工株式会社 6130001015268 ファイバーレーザ溶接機の導入による半導体分野への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アグリエイト 6130001033286 冷凍サラダ・冷凍総菜の開発・販売 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＰＧメカニズム 1130001011503 車いじりの趣味に特化したガレージの販売 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ワイズグループ 4130001043964 缶詰・レトルト食品工場設立による舞鶴自慢の食品製造事業 税理士法人スマイル

近畿 京都府 京都市南区 株式会社田中印刷 1130001015009 高付加価値色紙事業への進出による事業構造改革とコロナからの再起の取組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 洛陽工業株式会社 2130001016071 設備工事用建材の製作への進出による収益基盤の強化と販路の拡大 大串　智之

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社文屋フーズカンパニー 1130001048438 新たな客層を取り込む京都の素材を活かした「とんかつ専門店」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 市川甚商事株式会社 7130001016513 双方向通信デジタル・サイネージによる新しい小売業の提案 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社修仁カンパニー 5130001059687 ＣＯ２排出ゼロを目指す低熱分解炉の実演販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 ホームページ・動画制作を学ぶ小・中学生向けの学習塾の新設 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市中京区 ＧＯＩＣＨＩ 本場ナポリの味を堪能できるパニーニのテイクアウト専門店の出店 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｋ－ｐａｌ 6130001053061 販売事業促進・当社売上向上のためのパルクール業界への新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＫＡＫＥＧＯＥ 9130001065896 串揚げ専門の冷凍食品製造業展開によるＢｔｏＢ事業への参入 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社山中紙工所 4130002017637 脱プラ製品・テイクアウト用包装資材需要を捉えた紙製小判抜袋製造による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 大光エンジニアリング株式会社 8130001040017 早朝と夜間以外利用しない事務所スペースを保育・託児運営に利活用する事業 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社河村商事 9130001012519 カフェ経営ノウハウを活用した就労継続支援Ｂ型事業所としてのカフェ出店計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ＫＡＲＵＲＡ 8130001034745 京野菜、京都産のお茶や果物を使った創作チーズケーキ専門店への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 合同会社ＦＡＲＭ　ｔｏ　ＳＭＩＬＥ 9130003006072 宇治茶の魅力を引き出す古民家併設フィンランド式サウナによる宿泊事業 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社洛斗コーポレーション 5130001051784 京町家再生利用によるラグジュアリーパーソナルジム事業の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社田邊製作所 7130001003346 手術支援ロボット・計測分析器向けの部品加工事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社タツミ建設 2130001006782 アスベスト調査分析による健康被害防止事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市西京区 地酒処ポエジ 母から継いだ居酒屋を地域の健康サロンに改修して三代目に承継 有田　文茂

近畿 京都府 京丹後市 七姫株式会社 7130001059669 競りに出せない魚を利用し、京料理を提供する水産加工品販売事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 三和アクトマネジメント株式会社 9130001020975 不動産・建築ノウハウ活用型宿泊事業による伊根リゾート再生事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 むしやしない コロナ禍の健康意識の高まりに、安心安全の食の提供 一般社団法人日本経営士会

近畿 京都府 久世郡久御山町 オルトコーヒーロースターズ インバウンド依存から脱却する新たな需要を主軸とした飲食店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＰＥＣＨＥ 3130001057164 整骨院が行う機能訓練に特化した地域密着型通所介護事業所の開業 税理士法人滋賀総合会計

近畿 京都府 京都市上京区 コロコロエンタープライズ ポストコロナを見据えた金澤町家を活用したアートを買える一棟貸しへの業種転換 金沢信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 青田畜産株式会社 6130001009872 京都ブランド豚を使った自社製品の販売展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ゼンシン 4130001027505 自然×アミューズメント×ＩＯＴ型グランピング事業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ＨＡＮＮＡＲＩ 手ぶらで利用できるバーベキューレジャー施設レンタル業への業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 シマフィルム株式会社 8130001043928 地域まるごと宿泊村化～地域課題の解決と雇用創出の両立～ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社セットアップウィン 7130001047946 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ作品とのコラボレーション企画による体験提供 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 スペクタス株式会社 4130001045358 レンタル事業を軸としたポップアップレストランの開催やＹｏｕＴｕｂｅ発信を行うキッチンスタジオ運営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ３６５グループ株式会社 5130001063895 ２４時間・３６５日常時介護・看護サービスが受けられるシェアハウスの運営 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＮＫＫソリューションズ 1120901040981 ビジネス情報に特化した動画プラットフォーム「ＡｓｋＴｏｐ」の運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社匠建業 3130001057263 解体業界の原価管理を簡単に実現する見積作成クラウドの販売 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ディーアンドダブリュー 3130002014387 ハイグレードホテルに対応した新たなリネンサプライ商品の提供 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＳＡＩＫＡ 9130001054156 予約の取れない創作中華料理店の本場の味をこだわりの先端設備で受注生産しネット販売でより多くの人へ 株式会社ブレインズ総研

近畿 京都府 京都市東山区 瑠璃合同会社 5130003006209 京都初、本場の味を再現する中華系ハラール料理店の展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社都和 5130002021662 茶室建設による一般貸出と伝統的文化体験プランの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社永田茶園 3130002030789 有機抹茶の加工ノウハウを活かした粉末味噌汁製造への新たな取り組み 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＭＩＲＡＩ 5130001025268 新型コロナウイルスを完全殺菌する光触媒フィルターを用いた空気清浄機の新開発と販売 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 アデリーライフ株式会社 2120001187533 お客様の生涯に寄り添うライフパートナー事業計画 株式会社ＮＫＫソリューションズ
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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 京都府 京都市中京区 島酒店 オリジナルブランドの日本酒の販売 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 城陽市 カラーハンズ オンライン機能を備えたＩＣＴお絵かき教室 城陽商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 株式会社Ｃａｒｏ 8130001045370 緑の事業体（京都府産木材推進協議会会員）が行う環境に寄り添う基礎工事業 税理士法人みのり会計

近畿 京都府 京都市北区 株式会社月虹舎 7130001057466 「百貨店等の会場を借りた催事販売（訪問型）」から「ＥＣ販売×自社店舗販売（集客型）」への事業再構築 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 長岡京市 株式会社リバーフィールドコミュニケーションズ 3130001049649 駅前でコストコの人気商品が買いやすいカタチで手に入る、新店舗を開店する ＭＳＣ税理士法人

近畿 京都府 綴喜郡井手町 株式会社雅紙管 3130001060548 ＭＬＣＣ用リリースフィルムスリット事業への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 サン・クロレラジャパン株式会社 3130001017416 プラズマローゲン粉末を用いた認知症予防機能性表示食品をＥＣサイトにより販売する事業計画 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 Ｋａｋｙｏ 京懐石料理店プロデュース！お酒と一緒に楽しむ四季折々の食材を使用した京クラッカー事業 西山　智久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＨＥＲＳ 「美容と健康」をテーマにした「健康カフェ」の開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 リンクシェア合同会社 1120003011056 ＶＲ映像システムによるバーチャルデザインの企画と設計 佐野　良太

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｅｌｍｅ 3120001210582 「膣ケアサロン事業による長期的女性活躍支援を実現」 守家　隆

近畿 大阪府 大阪市此花区 Ｙ－ＰＵ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 1120001221929 ＡＩ提案型双方向性就活マッチングプラットフォームの開発・運営 佐々木　亮輔

近畿 大阪府 柏原市 山国ぶどう園 コロナの影響で空店舗となった物件をレンタルスペースとして運営 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 大阪府 豊中市 有限会社樂八 2120902019727 和食職人が挑む！イタリアンとジビエを融合した飲食店の展開 株式会社ＦＭＣ

近畿 大阪府 大阪市北区 白原コンサルティング事務所 美容室管理ソフトの開発及び提供 白原　匡樹

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ベルーツ 5120101038823 ポストコロナのニーズに応える飲食メニュー提供サービスへの業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 1120101029784 既存事業とシナジーを生むオンラインヨガ運営とヨガ講座配信事業 みなと神戸税理士法人

近畿 大阪府 和泉市 株式会社グランドエンジニア 1120101045798 「ボーリング工事×非破壊検査」による差別化・クロスセル事業 平　了輔

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｆ＆Ｐコーポレーション 9120101029026 ＥＣ運営知識を有効活用したホタテパウダー製造販売事業への業種転換 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ＶＩＶＩＤ フェイシャルエステ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＭＥＴＥＯＲＷＯＲＫＳ 6122001031799 ＩＴコンサルティング市場からコンバートＥＶ市場への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 八尾市 有限会社カサブランカ 5122002015892 独立したい方の夢を叶える完全独立個室サロンシステム提供事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社アップルイノベーション 3120101052966 整体のプロが提供する介護予防の促進に効果的な脱毛事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アイビー 2120001172254 建設コンサルタントとして３次元モデル化事業に取組む新事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イロイシ 4120001201977 ３ＤＣＧで製作したジュエリーＥＣサイトによる業態転換 南部　雅弘

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社魚蔵 5120001121638 介護施設向け加工食品事業進出による増収計画 冨松　誠

近畿 大阪府 八尾市 ライトフラット 現地人脈とＷＥＢ制作技術を活用したタイ語学習総合支援事業への挑戦 古林　国博

近畿 大阪府 大阪市東成区 ピッツァフォルトゥーナ 揚げピザの魅力を全国へ発信！冷凍販売で販路拡大と食品ロスゼロ！ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レア・ルマンド 9120001214974 新技術の急速凍結機を活用した冷凍食品卸売事業への転換 中村　哲也

近畿 大阪府 大阪市北区 テンセンス株式会社 3120001186253 エスプレッソ専門カフェが独自開発の可食容器作成器具で製造業に進出 経営相談有限会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ゴール 1120001192518 質の高い療育を目指した、児童発達支援・放課後等デイサービス運営事業 南部　雅弘

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ｍｕｋ 7120901035126 人にも地球にも優しいオーガニック商品を普及させるための専門店を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 河内長野市 河内物産株式会社 3120101033553 小口・多頻度流通のノウハウを活用したＥＣ販路開拓サービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 横路株式会社 4120001141703 ミシュラン寿司職人による寿司店の開店とＥＣサイトを通じた販売事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 ルチア 美容師の美容師による美容師のためのシェアサロンの運営 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 アイビーワイ 【個性の時代。高い刺繍技術で他と差をつけるゴルフ用品の販売】 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 イタリアンキッチンアガッタリーナ 現業の調理技術を活かしレストラン・サウナ併設キャンプ場へ業種転換、売上回復を目指す 弓手　宏亮

近畿 大阪府 堺市堺区 ラウンジゆらり 老舗ラウンジがオーガニック食材とＤＸを取り入れた焼肉店を展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 堺市堺区 ＡＹＡＫＡ 心と体を元気にするオーガニックカフェ店を通じた事業再構築事業 中嶋　崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 美容鍼・美容麗鍼ファビュラスココ マスク時代の肌荒れ対策。オリジナル美容マスクの企画・販売 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ルーキーズ アフターコロナでも需要が見込める焼肉店業態の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ルーミナス 2120001202853 人材育成管理システム開発によるＩＴ人材の教育支援および派遣事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＣＨＴ株式会社 9120001184441 和菓子と洋菓子を融合した新しい菓子の世界を創り出す 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ふくみ屋 6120001123245 個室や団体で利用できるそば居酒屋サービスを展開する計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 プルデント株式会社 5120001216198 飛騨高山に旬の地元食材や焚き火料理が楽しめるＲＶパークを新設 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 オフィスミウラ株式会社 6120901027446 建設業から飲食店事業への新分野展開における事業計画書 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アドビジョン大阪メディアセンター 8120001124670 動画制作、配信支援に特化したレンタルスペース運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社キアラマキアート 8120001052525 イオン導入と抗菌の特許技術によるオリジナル美顔器ＯＤＭ事業の立上げ 齊藤　祐一

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ゆる音や 9120001229907 クラウド店舗で新規顧客獲得へつなげる！「Ｔｏｗｎｔｏｗｎ　まちのえき」で新しいビジネスモデルを実現 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スターク・エンタープライズ 9120001164559 地域や高齢者のお悩み解決鍵【自転車出張修理・地元店舗紹介サービス】 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 旬彩和食くつろぎ 飲食店事業から、ＥＣサイトでオンライン販売を含めた割烹事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 堺市南区 スリーステップ 地域のシンボル果樹であるレモンの加工需要増に対応して一次加工の取り組み 杉浩行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社オーバーシーズジャパン 8120001054414 新規に調達したフォトスタジオを活用した「スタジオ撮影」「カメラ教室」事業の推進 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 大阪府 東大阪市 ヨシダシンジ サービスのＤＸ化による小中学生向けオンライントレーニング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 プラスデザイン株式会社 6120001163200 建築士資格取得＆スキルアップ講座のスクール開設 箕面商工会議所

近畿 大阪府 松原市 株式会社不動 2120101057396 職人不足を解消する為に研修施設を設け教育分野に業種転換を図る 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社オーエヌ関西ブラシ 5120001049301 コロナによるゴルフ人口増加に合わせたメンズ向け日焼け止め販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社グローエース 3120001114073 昼と夜とで営業形態を変える二毛作飲食店を新たに開業する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 問道天下株式会社 6120001206982 中国語学習業界における、講師育成研修プログラム作成販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 エイチアジア株式会社 1120001164277 レモングラスを中心としたハーブの加工と販売による新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社きしもと 1120102019495 地場食材を活用したジェラート店の新規出店による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 門真市 株式会社ドリーム・ワークス 1120001159855 宴会頼りの居酒屋運営からターゲットを変えた目的型来店の鮨屋へ事業転換！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ｒａｉｌｒｏａｄ　Ｍｏｄｅｌ　Ｒ 完全オリジナル鉄道模型ファンのためのレンタルレイアウトの開業 石黒　健太

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＺＥＮ－ＰＯＲＴ 8122001030155 「ドリブロック」を世界に！個性あふれるアスリート育成へ挑戦！ 一般社団法人共創デザイン総合研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ハツネ倶楽部 3120001234879 カラオケＢＡＲから食事メインの専門業態への事業転換のよるＶ字回復プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社哲建 9120101022807 マンション修繕工事建設業から外壁非破壊検査業への業態転換 安田　有一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウィーブ 1120001096504 ブライダル商材販売業者が結婚式場の集客支援をする広告業に展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 泉南市 Ｃｈｏｃｏｌａｎ 女性のためのエステティックサロンＣｈｏｃｏｌａｎがオンラインビジネスを展開。フェムテック市場に進出します。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 Ｊ－Ｉｎｔｅｒ株式会社 8120901034556 「低糖質食品」を作って、食べて、やりがいを感じる就労継続支援事業計画 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社イデア 9120901022816 自社ブランド鶏「神楽とり」等を急速液体凍結した「凍結食品」の販売 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ＧＴＬ 1120001207829 日本の優れた商品を中国市場へ流通させる越境ライブコマース事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 たこ焼きバル徳次郎 急速冷凍した、たこ焼きのお持ち帰り・ＥＣ販売による新分野進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゼン 6120001197413 出張音楽レッスン事業から、講師育成とオンラインレッスンが可能な音楽教室事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰｉｅｎｏＤｉＶｉｔａ 6120001119292 イートイン店舗からワンハンド・テイクアウト専門の本格的ミルフィーユ店への転換 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社テトラファースト 1120901024729 アパレルニットの製造技術を活かし、ペット用品・オフィス関連市場へ参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＣＬＯＭ 1120101057587 セルフ脱毛サロン事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

近畿 大阪府 大阪市西区 ラプンツェルン 毎日を晴やかに。尿漏れ改善のサポート事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社もぎたて青果研究所 8120002019325 果物卸売のリソースを活用したドライフルーツ・冷凍果物販売事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社タフネスマリー 2500001019763 地域初、キッチンカー型テイクアウト専門ポテトフライ店の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ナイン・レイ 6120001130051 地域初のテイクアウト韓国かき氷店出店による大胆な事業再構築 中上　勝悟

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ａ－ｗｉｎ 都度払いＯＫ！最新鋭機器によるメンズ脱毛サロンへの新規分野展開 小川　栄一

近畿 大阪府 羽曳野市 ＣＬＵＢ　Ｈｅａｒｔ 水素吸入を用いて内面から健康な身体をケアするストレッチヨガサロン 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 池田市 炭火焼鳥　英 ジェラート、ワッフルを主とした地域初の冷菓・焼き菓子専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ａｎｄｅｃｏ 7120001184906 再エネ設備の点検・維持管理クラウドシステム事業への業種転換 井上大輔
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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 大阪府 大阪市城東区 田中文金属株式会社 4120001015543 アウトドアテイストの室内インテリア製品事業への新分野進出計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ビューティケア嶋田 還暦過ぎのエステティシャンが終活コンサルをして高齢化社会で活躍する 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アンダーバー 7120001188502 家電リサイクルの店舗・ＥＣ事業進出で新たな販路展開 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社奥田 2120001061977 立ち飲み居酒屋×大阪人気グルメの寿司屋で地元民に愛される事業再構築 カタチクリエイト株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＫＥＮＳ 2120001117944 機密性が高く生前整理から遺品整理までサポートする貸金庫業の展開 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社オールウェイズ 4120001146108 コロナ禍に強いランチ営業×スペース有効活用による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ヘアーサロンＥＡＳＥ コロナ対策により生じた空きスペースを活用したセルフエステ事業への新展開 長谷　有希央

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ケアメリア 4120101055712 手作り夕食の販売・配達事業により　高齢者の夕食満足に貢献する 平井　真介

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｍａｋｅ　Ｈａｎｄｓ 2122001023164 最新型ドローンと赤外線調査を活用した外壁調査事業への参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＳｍＳ有限会社 6120002067763 ビーガン訪日客の食事の受け皿になるビーガンプロジェクト レンタルＥＣ株式会社

近畿 大阪府 八尾市 Ｐｒｉｖａｔｅ　ｇａｒｄｅｎ　ｂａｒ　Ｇｒｅｅｎ　Ｓｐｏｔ 新規カフェ開業による業績回復および事業拡大 ローズマインド株式会社

近畿 大阪府 枚方市 ゑびすダイニング 低単価からの脱却！換気十分！居酒屋店からｗｉｔｈコロナ高級焼肉店への展開 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市旭区 日華商事有限会社 9120002057902 旅行サービスと貿易事業の経験を活かしたアジア風食料品スーパーの開業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ミツヒロ 3120001109899 クラウド型デジタルサイネージを活用した企業プロモーション支援による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 松原市 株式会社リンクス 2120101059665 立体造形ノウハウを活かした立体文字看板の製造による事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アールヴィセル 9120002068783 ファミリー層向け寿司店の開業と付加価値向上計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社宍戸組 1120001167024 建設現場等の知見を活かした建設専門警備業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワッショイ 6120001173026 アフターコロナを見据えた、自社ＥＣサイト構築とＥＣ市場新展開への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＦＯ 2120001162874 オリジナル商品の開発とノウハウの横展開により、地元の飲食店を救う！！ 株式会社東京経営サポーター

近畿 大阪府 大阪市西成区 ジャグラーＲｅｎ 困難に打ち勝つ！大阪発冬でも人気の進化系ふわふわかき氷専門店 梅景　幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 シーライヴ株式会社 3120001097070 ＡＩと数理モデルによるベッドコントロール（病床管理）のＳａａＳ事業化 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 豊中市 山﨑　裕二 希少ジビエと熟成魚！一期一会のオーダーメイドのテイクアウト店 松尾　基司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｓａｎｊｕ 5120001204954 北新地の女性に向けた美容商材販売への新分野展開 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 堺市中区 泉北ビル株式会社 5120101004346 独自のイベントノウハウを活用した就労継続支援Ｂ型×ｅスポーツ事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＹＵ企画 3120101047735 マカロンの販売事業による新分野展開とリスク分散 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フォックスコーポレーション 3120001228889 廃棄食材を生まれ変わらせたオリジナルハンバーグのＥＣ、キッチンカー販売事業 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ＲＨメンテナンス株式会社 7120001114458 リフォーム専門のリバースオークションサイト「ＲＩＢＡＯ」の運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｋ．Ｉ．Ｃ 4120001128262 リフォーム事業へ新分野展開し生活のトータルサポートを行う 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東成区 ｓｔｅｌｌａ オリジナルバルーン「ｐａｌｐｕｎ」制作ワークショップ開催と「パールバルーン」開発 野田　暢之

近畿 大阪府 大阪市北区 牛匠　Ｍａｔｓｕ モーニング・ランチ・テイクアウト重視型飲食店舗の新規展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市都島区 木村会計事務所 健康コンサルティングサロンを新設し健康寿命と経営寿命をサポートする健康経営事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 加藤屋四条店 学生向けスピーキング専門英語塾 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 ｍ＆ｍ’ｓ株式会社 9120001205544 低糖質食の通販・卸売・専門店による大胆な事業転換 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社マツオ電化 9120002045700 街のでんきやさんで「映えるパンや菓子」の製造販売 木下　孝祐

近畿 大阪府 八尾市 有限会社ウィズ 5122002015694 古民家が織りなす、古くて新しい機能性アロマの製造・販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 八尾市 大阪相続総研株式会社 4122001031677 贅沢焼き菓子と毎日食べたいフランスパンの製造・販売事業 渡邊　海翁

近畿 大阪府 豊中市 株式会社カノア 6120901038204 買取り販売事業およびセントラルキッチン設置によるゴーストレストラン中食事業への展開									 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ホルモンラーメン白寿 内食需要に対応した独自ラーメンのテイクアウト及び冷凍自動販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社浪花建装 9120001204554 家具雑貨製造販売及びＤＩＹ体験教室を軸とした事業の新規展開 佐木　俊一

近畿 大阪府 和泉市 鍋料理ほっこり お鍋屋さんの本気の秘伝出汁を活かすお結びのテイクアウト販売による業種転換計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社テイクオフ 8140001032888 アフターコロナに対応する焼肉店の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社マルセン 5120001013694 新装置導入及びＥＣサイト開設により新たな印刷商品の受注販売に参入する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 旬彩　雲海 和食料理店から割烹料理店・キッチンカーの移動販売等への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＷＯＷ　ＧＲＯＵＰ 9120001072860 再生可能エネルギーの活用とコスト削減を実現しつつ、実用性にも配慮したハイブリッド給湯システム「エネ・スマキュート」 榎並　由洋

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ケアースタッフ 3120001038066 野菜をふんだんに用いた健康食のテイクアウト・デリバリ―専門店事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リフレクション 8120001226095 小麦の奴隷ブランドによるパン販売 税理士法人ラズライト

近畿 大阪府 堺市西区 ＮＥＯＮ‐ｆｏｏｄｓ 無店舗小売業から、肉料理を中心としたテイクアウト専門飲食店への転換 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 東大阪市 美容室ｋｉｒｉｎｉｃｏ石切店 ヘッドスパサロンの開設による新たな販路開拓 前薗　浩也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社匠 8140001054536 非接触デリバリー事業における食のバリアフリーへの挑戦 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 ネオヴェーション合同会社 6120903001671 映像制作事業者がキッチンカーを使った高齢者向け弁当事業に進出 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市淀川区 龍馬亭 居酒屋運営から、市場の大きいアイスクリーム×中食業界へ転換！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市南区 合同会社美暮 8120103002270 レンタルキッチンによるウィズコロナ時代の飲食サービス支援事業 江﨑　貴一

近畿 大阪府 大阪市生野区 なおかん 作って満足高付加価値自己表現プリザーブドフラワー教室への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｋ 6120001208921 美容院併設型完全予約制エステティック事業 税理士法人清正

近畿 大阪府 八尾市 株式会社トーア 1120001018227 服飾雑貨分野でのパーソナライズ対応製品の具現化と新市場（ＢｔｏＣ）への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ケアネス 8120001151194 美容師向けオンデマンド型トータルビューティーアカデミーの開設 平松　了

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ケイプラス 1120101054675 空き倉庫を活用した軽キャンピングカー専門の販売・レンタル・駐車場賃貸事業への事業転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 池田市 八重山ソバきじむなー キッチンカーを活用した沖縄料理テイクアウト事業への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 一般社団法人日本コーヒーフェスティバル実行委員会 5120005019309 フェスティバル運営のノウハウを活かした街をつなぐパン屋さん 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＣＩＲＣＬＥ 8120001203004 企業や学校の記念日等を映像ストーリーで紡ぐオンライン行事配信事業 佐々木　亮輔

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社李記 9120101029067 アパレル関連用品の刺繡業界への新規参入事業 税理士法人なにわ会計

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社チルチェ 3120001191047 ワークライフバランス向上に貢献するストレッチ・トレーニング事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エリス 3120001121334 平均年齢５０代、アナログ企業の挑戦！デジタル戦略でＳＤＧｓを取り入れた新ブランドを展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 寝屋川市 ブーランジェリー・ミヤタ 金土日営業のみで３０００万売る有名パン屋★冷凍でも美味しいパンの開発＆ＥＣ販売による販路拡大 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ソーマ 1120001206483 アスリートに向けた「オンラインピラティスレッスン」事業 税理士法人旭会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社２５ 4120001225860 非接触型巻き爪サロンの新展開による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラッキーシー 9120001216401 ふぐ・蟹料理専門店を運営する事業者による海鮮和食テイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 京都シルク株式会社 5120001001732 シルク製品の内製化による、スキンケア製品事業の拡大 加藤　慎祐

近畿 大阪府 大阪市北区 みやぞの鍼灸整骨院 三密回避の少人数制運動教室「キッズアスリートアカデミー」を運営し、子どもたちに運動する機会を作ります。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ＲＵＮ　ＵＰ 9120101061235 ＢＢＱの食材配達サービス事業者による飲食店展開事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫ’Ｓ 8120001222838 美容院特化型空間デザイン事業から経営ノウハウ教育型美容院事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＩＲＩＳ 6122001030082 美容革命・１時間でシンデレラになる美の魔法 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルーツインターナショナル株式会社 9120001192691 旅行客と地域住民のコミュニケーションの場としての居酒屋事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社Ｍ＆Ｅホールディングス 8120901033599 「不用品回収で買い取った商品を直接ユーザーに販売するリユース事業」 上保　博

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＤｒｅａｍＷｏｒｋｓ 4120001203973 輸出型越境　ＥＣ運営代行サービス 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社コロケット 2120101056803 格段に生産性を向上させたコオロギ養殖システムの開発 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＵＳＨＩＮＡＢＥ赤川店 大自然に囲まれた夢のような貸切宿泊型レジャー施設のあるグランピング場の新設 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＴＮＲ 9120001231846 元プロサッカー選手によるスポーツコンディションノウハウを活かした　サブスク型リラクゼーション事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｐｉｃｃｏ 5120001221405 新規にマフィン専門店を開業による既存店との相乗効果を得られる事業再構築 有限会社クレメンティア

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社セルフィット 9120001061236 写真スタジオでのセルフ動画撮影ボックス導入による業態転換 株式会社マイクリエイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ドリーマーズ 4120901032365 飲食店事業者応援型「シェアキッチン」プロジェクト 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 酒肴　哲 居酒屋からの脱却！拘りぬいた「出汁」を武器に日本料理店「酒肴　哲」をリニューアルオープンし、百名店を目指す！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社プレシード 8150001020363 取引先ニーズをサービス化、動画制作案件マッチング事業へ新展開 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社アクアライアンス 4120002002128 フィリピンでの出店を目指した「たこ焼き居酒屋」への転換 株式会社ＣＦサポート
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーラインワーク 8120001137474 イベント業から「ご当地スィーツ」の小売り業への新分野展開 倉内　雅寛

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社サンクス・モア 3120001000488 無農薬野菜惣菜を製造しスーパーへブランド商品として販売する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 カジカワ有限会社 5120002005344 地域の健康増進を実現「地域密着型パーソナルトレーニングジム」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 はり・きゅうＫＥＩ 成長期の小学生が「怪我しにくくなる身体を作る体操教室」事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社シー・イー・エス 3120001064707 スピーキングに特化した法人向け語学学習支援プラットフォーム事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｂｅｃｑｕｅｒｅｌ 1120001142910 体験型・分散型宿泊施設の運営～過疎化地域の再生を目指して～ 相川　良和

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社井上自動車 3120101052826 水性塗装ブースと新冷媒ガスリサイクル機の導入により、環境と生産性に配慮した商用車専門整備事業者へ特化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社エイコー食品 5120001160116 納豆アレンジメニューで挑む、キッチンカー導入による新事業展開 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アヅミエンジニア 1120001177080 ＳＤＧｓに貢献！空調工事業者によるフロンガス回収再生事業の創出！ 米田　大作

近畿 大阪府 大阪市西区 大野雅弘 作り手が見える＂クラフト豚まん＂をテイクアウト・ＥＣサイト販売 あすか税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 ＭＳＰ株式会社 8120001228728 コロナ対策万全カメラマンの居ないカメラスタジオ「セルフ写真館」誰でもプロ並みの写真が撮れる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＲＯＳＳＯ　 飲食店が女性向けオリジナルアクセサリーのＷＥＢ販売へ参入！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 承 素材に拘った「和食材スイーツ・お弁当」のテイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 株式会社友澤工務店 8122001034858 内装工事業で培った技術力を活かした家具事業への進出計画 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ステージプラス 日替りコミュニティ食堂と小劇場のコラボレーション 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 感と間 飲食業１５年の経験を活かした製造業への変化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社アリアンツ 7120003014425 「日本の労働力不足の改善」外国人労働者にフォーカスした職業紹介事業による再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 城　常義 こだわりの調味料・料理のＥＣ販売参入　事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 大阪市福島区 くだものだもの 缶ボトルパッケージを使った中食事業への参入 野々口　精

近畿 大阪府 大阪市住吉区 焼鳥ダイニング暁 少人数制に特化したバーの開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ディー・スリー 5120001163985 無農薬野菜の惣菜を一貫製造して小売店へ販売する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社津田商店 7120001010450 伝統的表装技術の動画配信マーケティングによるクロスのＥＣ販売事業 税理士法人ジェイエスケー

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ｔｏｙｏｕ 7120001213144 ＩＯＴ開発受託事業 深堀　雅展

近畿 大阪府 富田林市 株式会社本所建設 2120101031194 ドローンを利用した測量、点検、空撮事業 株式会社塩沢コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 ポスＣＯＭ株式会社 3120003009775 新分野展開　就労継続支援事業計画 杉本　剛

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社フューチャーボーン 8120002063323 コロナと立退　ＷピンチはＷチャンス。売上倍増計画。 ライオン橋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｏｊｙｕｋａ 1120001246455 対面接触機会の少ないセルフホワイトニング事業の新規展開 野村　辰之

近畿 大阪府 大阪市大正区 炉端焼き酒場　中々 「おおさかもん」を活用したラーメン店出店計画 亀山　勝幸

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ライフプラス 8120101030629 無料Ｍ＆Ａサイト運営事業への進出 蔵重　篤史

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ハイフィールド 3120001216976 大阪の新たな名物「大阪ラーメン」を生み出すラーメン店事業の展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社川上クリエイション 9120001114282 組立式段ボールと保冷式エコバッグ兼ナップサックの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 松原市 有限会社ハーテリー 8120102010571 ノベルティ兼オリジナルグッズ製造販売事業の新分野展開 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市平野区 Ａｘｅ株式会社 9120001115685 仲介先企業の作業服等の名入れ加工と全国規模のオンデマンドプリントサービス 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ルセット 3120001121367 高齢化する分譲宅地エリアへの食とコミュニティ支援事業 三木　保宏

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＳＵＢＡ 5120001199889 日本とヨーロッパの懸け橋に！ＢｔｏＣ販路開拓で輸出業へ挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社グランキュア 1120001220749 整骨院の強みを生かしたパーソナルジム事業の展開 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社北野ウイング 5120001161312 デジタルセールスツール活用した防水防汚力の高い寝具の開発販売 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 泉南市 株式会社セティ 8120101045404 ５軸ＣＮＣ旋盤の導入よる太陽光発電用重要部品の検査分野への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社和田バルブ工業 3120002075397 次世代エネルギー「水素・アンモニア」設備向け超高精度耐圧バルブの製造 成協信用組合

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社野村鍍金 6120001050398 半導体関連製造装置の省エネ化によりグリーン成長分野に貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社清水鉄工所 4122001018708 門型五軸加工機導入による水素発電用ガスタービン分野への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アローズコーポレーション 5120001139515 木質バイオマス発電用チップの製造で産業廃棄物を再資源化 株式会社愛知銀行

近畿 大阪府 東大阪市 木ノ本伸線株式会社 6122001001819 軽くて高強度なマグネシウム合金普及促進のための合金屑リサイクルシステム構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社永勝工業 8120002006496 大胆な設備投資によるＥＶ向け部品の専用加工ライン群の立ち上げ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 元古鉄工株式会社 3120001157403 生産体制の強化と自社グループとの連携強化によるＺＥＢ建築市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市生野区 精工理化医療電機株式会社 7120001017834 高レーザー加工機で創るグリーン成長戦略のパワー半導体製造装置 トラストサポート株式会社

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社岡井鉄工所 5120101039499 ＥＶ車向け特殊形状の締結部品の短納期・低コストでの製造方法の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 丸紅木材株式会社 6120001031695 日ＡＳＥＡＮ間の深化により世界のカーボンニュートラルに貢献できるグリーン成長戦略の実現。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社あったかハウスナビ 2140001054558 データセンターの需要拡大に伴うエネルギー消費を低減する液浸冷却システムの開発 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市西区 南海化学株式会社 1120001046120 高塩素含有無機資源のセメント資源化を促進する脱塩事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 有限会社新生スチール 8122002012697 精密板金加工技術の獲得による電気自動車市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 スズカ電工株式会社 7120901014823 地域循環共生圏の核となる高効率廃棄物発電所の建設計画 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市北区 グローバル・テック株式会社 9120001108433 「電池パック・モジュールの安全性試験」と「試験体内部状況の検査」 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 高槻市 有限会社紋珠 4120902011459 ヒートポンプ等の冷暖房システムを開発・提供し低炭素社会を実現 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社山本金属製作所 7120001021984 カーボンニュートラルに向けた摩擦攪拌接合の高度化推進支援サービス 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社東研サーモテック 8120001010565 ダイヤモンドコーティング事業化による事業再構築と脱炭素社会の実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ヤスダエンジニアリング株式会社 8120001131452 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウイングス 2120001122449 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社インテック 7120001037353 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ジェイ・ポート 6120001106209 再生エネルギー（フラフ燃料）で資源循環と低炭素の実現 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ベックオン 8120001220718 弁護士情報収集システムを導入し弁護士専門転職サイトで新分野展開 岡野　秀章

近畿 大阪府 大阪市都島区 真榮建創株式会社 9120001189382 リフォームとビル管理ノウハウで民泊事業を新分野展開しコロナ後の大阪インバウンド需要を捉える 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ビーフィック 4122001023617 既存事業で培った音楽教育の知見・ノウハウを活かし子供の成長を支援する学童保育、及びダンス教室事業による新分野展開 野田高士

近畿 大阪府 東大阪市 笹田内装株式会社 5120001188529 米粉を活用した焼き菓子・パンのテイクアウト販売 谷　友博

近畿 大阪府 大阪市住吉区 太陽スポーツ株式会社 4120001033132 野球用品で磨いた名入れ技術を活かした「名入れ贈答品販売」への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 吹田市 ＭＴＩ株式会社 3120901042308 本格海外の味をブーランジェリーカフェ＆インターネットでお届け 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社心屋 2120001171041 ポストコロナ時代の新たな収益基盤構築に挑戦「ＦＣブランド品買取事業」 佐々木　智浩

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｈ．ｓｋｅｔｃｈ 2120001164202 巣籠りで湧いた創作意欲と傷ついた心をプロの技術指導で満たせ！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アークティック 4120001109808 懐かしくて新しい。昭和レトロな甘党北極をモダンに復活。 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ル・パタン株式会社 6120001166525 Ｗｅｂアプリを開発して店舗及びクリニックの消毒事業に業種転換 末吉税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社マグコーポレーション 6120002063853 美容経験を生かした移動型フォトスタジオサロン 坪井　亮

近畿 大阪府 松原市 株式会社セルビス 1120101025338 女性用インポートブランド服の店頭販売からネット専用販売へ転換 森本　浩臣

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社エヌアールディーコーポレーション 7120101034779 「餃子専門店」から「高級冷凍餃子のテイクアウト専門店」へ業態転換計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社丸福 9120102018977 厳選した和牛でオリジナル商品を生産し、ＥＣ事業で販路開拓 仙波　洋平

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社丸德 6120002046726 市場ｔｏ市場！厳選素材の手作りおむすびで市場と地域に活力補充 廣岡　茂男

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社天国 7120101039943 子供達をやる気に！コロナでも安心して学べるオンライン学習塾への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ミネ 6120001008727 地域密着！赤ちゃんやアレルギーを持った子供たちに安心して食べることができるグルテンフリーの焼き菓子店を開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｇａｓｃｏ 1120003013028 現場系の小規模事業者を支援するシステム開発販売へ挑戦 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社４４ 5120101035993 地元食材の素晴らしさを通販・自販機事業を通して世に広める！ 税理士法人ＦＬＡＰ

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社エラン・ヴィタール 9120002039867 アクリル板アクセサリーの自社生産への転換によるオリジナル商品の開発・販売 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社Ｙｏｓｈｉｉ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 4120003021234 パーソナルトレーニングの接客・サービスを活かしたヘアカラーサロン 大阪商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 株式会社悠喜舎 2120001173153 セントラルキッチンで製造する手作りの美味しさを実現した料理の提供による給食市場への進出 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市東成区 蒲田化工株式会社 9120001012008 塗装部門の新設と事業再構築によって実現するニッチ分野強化の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 高槻市 有限会社栗林商事 5120902011607 「美ね吉の味」をいつでも手軽に！冷凍食品による新分野展開 サポート行政書士法人
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近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社Ｔ２ 5120003013882 強みの創作・日本式メニューと感染症対策で笑顔のいきかう焼肉屋 廣岡　茂男

近畿 大阪府 富田林市 株式会社角丸 5120101031373 『安心・快適・長持ち』する住環境を、当社初のリフォームショップで。 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 門真市 株式会社吉田基礎工業 1120001203480 少数精鋭事業者が行う大阪地域の業者連携による前後工程一貫化 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 キックアス 販促ノウハウと繋がりを活かすスパイスカレー店で地元駅を元気に 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大東市 株式会社ボディーショップＬｉｎｋ 8122001035328 待ちから攻めへ！塗装技術を活かした高級車向け保護フィルム事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スピカ 3120001174794 インテリアコーディネートのＡＩ提案型プラットフォーム開発・運用 佐々木　亮輔

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＧＯＬＤ－ＳＴＡＲ 8120001180425 家でもお店の味！製麺工場新設＆効率化した直の卸売販売で、全国進出へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社昱安 5120001205639 展示する陶磁器を使って飲食を楽しめるギャラリーカフェの開業 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ロココ 1120001179184 鍼灸師の資格及び施術ノウハウを生かした店舗型ビジネスの展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社サンダテック 5122001004211 ブラスト・非リン系潤滑剤塗布・伸線のボルト用伸線材事業を新規立上げ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社伸和工業所 8120001115174 段取り工程の削減とリードタイム短縮による発電機分野等への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェーシーフレンド 2120001135070 ＯＥＭ・ＯＤＭで培った物づくりの熱意・ノウハウを活かした自社ブランド商品の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 三島金型株式会社 9120901010110 漆器工芸品の製造および自社ＥＣサイトによるオンライン販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社エムケイワン 6120901034896 戸建建築業者のショールーム兼立ち飲みＢＡＲへの新事業展開 武田　一

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アクト 8122001026252 オーダーメイド家具メーカーが挑む新分野展開プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社タナカカメ 4120001150019 精密加工品製造という新たな事業展開を通じた医療機器業界への参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市中央区 フジミ印刷株式会社 6120001088430 バイオインク・バイオプラスチックスによるグラビア多色印刷を量産化 このえ税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社ダイマツ 1120101038703 組立式屋台・フィッティングルームの製造販売により各業界・地域の活性化に寄与する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社秀工作所 3120001029684 複合加工機による臨床検査機器の部品製造を通じた医療医薬業界への参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 茨木市 エヌアイラボ株式会社 7120001220149 全国の医療機関・麻酔科医向け緊急求人プラットフォームの開発 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

近畿 大阪府 阪南市 大和葬祭株式会社 4120101051975 大阪府内地域密着オンライン葬儀会社紹介サービス 岩橋　亮

近畿 大阪府 枚方市 株式会社フォワードＢＨＬ 1120001152331 ＡＩチャットボット・自動見積システムを活用したリフォーム提案 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ソニックブーム 9120101023937 高速道路橋梁などの道路構造物のバキュームブラストマシンよる、コンクリート素地補修工事事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＢＯＩＳＵＮＳ 8120001198236 収益減の輸入販売業から「生分解性素材製品」製造業への業種転換 平　了輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社雷鼓 2122001025581 補助事業名：持続可能な地域社会を目指した、下町コミュニティの再構築レンタルスペース運営事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社いづみ 1120002052448 産業機器用途の大型プラスチック包装袋の製造を新たに加え売上増大 税理士法人オフィス・サポート

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ミック 7120001016332 衛生意識と安心・安全要求に応える市内初の「カフェ併設型」コインランドリー 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社か数 2122001027818 左官用塗材の製造販売とコンクリート研ぎ出し仕上げ工事への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＭＡｒｃ 8122001014406 購入要望の強いフレンチシェフによるハンバーグを冷凍食品として製造販売 杉浩行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社サテライト 7120001152301 省エネで地球環境に配慮しＳＤＧｓに貢献する長期滞在型特区民泊事業 桜内　文城

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ナンノ 2122001005682 「建築業界向け『大口径ナット』用精密金型の開発・設計」 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 摂津市 三和化工株式会社 5120901009453 ＥＶ自動車市場参入のための最新設備導入により事業再構築を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社モック 6120002080469 金型製造器具メーカーによる自社製品を組込んだ金型製造分野への参入計画 吉田　正人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ハンズトレーディング 3120001144888 免疫力強化する生はちみつ新商品開発及び国内生産への事業転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アルミネ 9120001041130 脱炭素・省エネによるマルチマテリアル事業 上村　昌也

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社水谷製作所 7122001007261 製造業の生産性を向上させる省人化ロボットシステム設計・製造への進出 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ブルーム 8120901016595 ホテル・マンション・空き駐車場常設型２４時間完全非対面で利用可能なレンタカー事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社湯浅不動産 1122001023909 「寝屋川公園」駅前の好立地を活かしたカフェ等の商業施設の運営で地域振興に貢献！ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉大津市 大津毛織株式会社 5120101042206 生産効率向上システムの開発による天然綿素材染色への新分野展開 泉大津商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社東豊精機 9120901024837 市場初となる培養液の注入ガイドを開発し、簡易かつ高品質な培地の作成を可能とする 立野　靖人

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社エスク 5120001031960 鳥害対策業界での新しい対策の開発によるウイズコロナ下での業績挽回 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社萬輝 6120101050752 コロナ禍でも安心して利用できる、接客の非対面化を追求した飲食店を開店する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 ＤＡＥＬＥＣＯ 住設機器卸売商社向けの見積管理・施工管理システムの提供による新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｈｏｎｅｓｔ 7120101059990 オリジナルゴルフウエアブランド「Ｆａｂｔｉｍｅ」販売拡大事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社Ｔ・Ｓ・Ｕ 3120002076651 コロナ禍の巣ごもり需要に応える国産小麦１００％の手作りパン製造販売 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェニュイン 7140001091448 オンライン×リアル×物販×飲食　コロナに負けない全方位型ライブスペースによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 リフレッシュサービス株式会社 5120001221561 マッサージサービス業務管理システム、システム連動アプリ 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市中央区 スパークル株式会社 9120001134842 高齢者向けフィットネス、トレーニング、栄養指導ジムで業界革新 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＬＩＮＫＳ株式会社 3120001171692 土木建設業の強み・既存事業のシナジー効果を活かした土木建設業界に特化した人材派遣業への業種転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 コンビニカット ヘアカラー事業の立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 大阪市東成区 和牛処なかざき 代表の人脈を活かしたトーナメントプロによるゴルフ練習場進出計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ａｎａｓｔａｓｉａ 2120903001709 占い館がＶチューバーで日本の占いカルチャーを世界へ発信する みのり税理士法人

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ヨモツ工業株式会社 9120001208010 自動化ロボット向けの精密金属部品加工による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 河内長野市 有限会社タンポポ 3120102019964 「デイサービス（通所介護）」及び「お弁当デリバリーサービス」の立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 高槻市 株式会社浩生 9120901013939 錆の増殖を防ぐ画期的な塗料の製造販売事業への新たな事業展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マイクズプロ 3120001047397 保育園、幼稚園の動画配信サービスの立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ｌｅｇａｍｅ 1120001196493 店舗を改装し、ケーキの製造・小売り事業に新たな展開をする 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社三ツ島コーヒー 2120001229558 コーヒー豆の自家焙煎で、自社オリジナルコーヒー販売へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 箕面市 株式会社Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ｒｕｌｅ 4120901041201 精肉等の小売部門創設と飲食部門による「肉の複合施設事業」開始 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社雁木製作所 3120002007887 子供の運動能力低下に歯止めをかける室内練習場提供事業 税理士法人タクセス

近畿 大阪府 高槻市 中央砕石株式会社 2120901011478 砕石工場副産物（脱水ケーキ・砕石粉）の遮水材としての資源化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 シマノ株式会社 3120101027019 珈琲自家焙煎所に地域イノベーションを融合した包括的で多様性に富んだ福祉事業の併設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社一休 6120101057293 バームクーヘンを中心とする焼き菓子の製造卸売業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アイリス 3120901030097 複合アクティビティ施設「アソでアソぼ！（仮）」の建設 久保　徹雄

近畿 大阪府 大阪市中央区 米山薬品工業株式会社 9120001091910 フロー精密反応による新たなアミノ酸製造と製品化事業 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ケイビーカンパニー株式会社 5120001137188 着信電話の自動音声応答、チャット転送による情報共有化サービス提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大東市 セイブプロセス株式会社 9122001015460 産業用ロボット用スーパーエンプラ部品への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社伊藤商事 3120901000158 『苔を使った壁面緑化システム』の新規開発・販売 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＤＲＣ株式会社 5120001130143 検体の試験を通して、システム会社と協力しパーソナライズされた商品を顧客に提案する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社久保田興業 7120001198963 吊り足場設置工事事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ワンゲイン株式会社 5120001103842 電源関連製品の販売業者による、コミュニティ・サロン型のワインショップ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社大忠建設 9120101003749 ゲストハウス改修により一棟貸しホテル経営とコンサルティング事業に挑む 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 雄工精機株式会社 6120001025714 リティナー製品の新規製造・販売で、コロナ過からのＶ字回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 守口市 ダイシン工業株式会社 2120001156059 オフィス家具業から、集合住宅向け宅配ボックス事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社タカセ電設 3120101052719 古民家再生プラン！地方創生×地域共生型ドッグラン付１棟貸宿泊施設 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 大阪観光株式会社 3120001092773 旅館を活用した和のコワーキングスペース運営業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社山金工業 3120001132265 金属大型部材製造に対応しＺＥＨニーズに応える事業再構築の実現 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 池田市 ユープラス株式会社 1120901033655 レーザー加工機導入による海外製造委託品の内製取り込み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＣＵＲＲＹＦＯＲＮＩＣＡＴＩＯＮ 6120001228928 郊外の潜在美容師をターゲットとしたシェアサロンの展開計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インフィニティ 8120001211411 大人が眠る魔法のドライヘッドスパ（ｍｅｌｅｅｐ）の運営 稲田光浩

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ケアーオフィス泉佐野シニア 4120102023593 障害者の自立と地域貢献を実現する就労継続支援Ｂ型事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 泉南市 株式会社ベリーデコ 8120101046815 地域資源を活用した「ｎｉｄｏ　ＧＥＬＡＴＯ」ブランドのＤ２Ｃビジネスでの新展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メタルカラー 5122001007445 医薬品包装事業で培った高度品質管理体制による、高機能・高付加価値な建材等の加工事業への参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カギヤ 8120001221229 鮮魚卸事業者によるシナジーを活かした小売販売事業への参入計画 西脇　義幸
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近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社メタルライン 4120001202884 ダイカスト技術獲得によるマンション用建築金物製造分野への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社トゥエンティワン 5120001188917 ８０５０問題を解決し引きこもりのない日本を創る就労継続支援事業 黒田　浩之

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社北岡製作所 3120001127307 新規自動旋盤導入により外注製品の内製化を推進する業態転換計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社カネキ 2120002070580 廃棄ロス激減。漁業者と飲食店を救う、活魚の直接取引事業 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社パワーアーツ 6120001139885 丹波篠山の地域特性を活かしながら行うアウトドア型スポーツ教育事業の運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＥＩＴＯＫＵ 1120101035725 国の急務とされるＥＶ車普及に貢献すべく普通充電器の製造販売に挑戦 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社スペースインテリア・ナカノ 8120002064189 木工所事業（木製建具工事業、木製品製造業）への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 岸和田市 義丸水産冷蔵株式会社 3120101037868 急速冷凍機導入による未利用魚（イワシ）の商品化＆Ｄ２Ｃ商流構築に挑戦！ 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市北区 ＲＥＭＯＤＥＬＡ株式会社 7120001230107 小規模リフォームにおける施主と職人を直接つなぐサービスの展開 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルーツ・サプライ株式会社 2140001092038 自然・食育を学べる体験型宿泊サービスに挑戦！地域の生産者と連携して食育・地産地消を推進 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社東宝電業社 7120002002240 電気工事のノウハウと顧客関係性を活用した、空調・消防設備設置事業参入計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 センチュリー地所株式会社 2120001100388 テレワークとバリアフリーに対応した客室を提供する新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ロイヤルホース 6120002051627 ライブ動画配信サービス等サービス提供の多角化への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｋｏｉ－Ｆｉｔ 運動を継続できる環境を！託児所付２４時間営業のフィットネス事業 山本　高久

近畿 大阪府 大阪市中央区 スリランカ料理アルッガマゲ 冷凍スパイスカレーの開発に伴う加工場改装およびＥＣ販売による全国展開 長野県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社しまかぜ 3120001175792 小物輸入販売における流通加工工程の事業化（新分野展開） 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社居宅介護支援事業所・愛１０１ 9120102022616 新たに入居型老人ホームを始めることで包括的介護サービスを実現！！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社神原鉄工所 2122001001590 付加価値の高い加工に取組む門型ＮＣフライス盤導入による業態転換事業 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社西峯化学 8120001002380 化粧品容器の製造～充填後の仕上げ工程を行う業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社林鉄工所 8120101049561 高精度加工設備の導入とＷＥＢ受注による試作品ビジネスへの参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社小林新建 4120101043535 リフォームのノウハウを活かし中古住宅買取再販を主とした不動産事業へ進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＭＫＡ 8120901017841 焼肉店の精肉屋事業進出による地域の食肉需要への対応 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社中西商店 9170001015369 飲食コンサル事業者が挑む従業員向け教育アプリ事業の新規展開 大西　剛広

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アトラスト 5122001029324 建設業での顧客対応力を活かした就労支援事業所の開設による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 川﨑製パン株式会社 8120101038052 学校給食の米飯需要の急増に対応する社内体制の抜本的変革で新事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ｓｗｏｒｄｌｉｅｆ 3122003000672 自分の好みの香りをアレンジ制作　地域密着型ハンドメイドアロマ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＡＬＯ　ＨＯＵＳＥ 8120001208597 極上のリラックス空間×眼精疲労回復・予防×ドライヘッドスパ専門店の展開 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キョーエイ 9120001062853 鉄骨階段製作の内製化率を高め、大量受注できる体制で都市開発に貢献 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ダイコー 8120101035371 最新型ラミネート機導入によりバイオマスフィルム事業化を促進する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社グッドウィルサービス 7120101049026 業界初めてのペットサービスが充実したドッグランカフェ 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社小林工業所 5120101039680 西日本大規模インフラ整備を高精度技術で底支え、道路標識支柱鉄骨等製造業への業態転換計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エムアンドビイフーズ株式会社 2120001119593 タコの加工販売による新分野展開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 岸和田市 根来酒店 ２４時間完全予約制シュミレーションインドアゴルフ練習場を開設し、楽しく上達できる安全な空間を提供 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社富士パッキング工業所 1120901001884 車内の静音・断熱施工サービスによる「Ｂ　ｔｏ　Ｃ」事業への新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＬＥＮＧＥ 3120001124980 オリジナルブランドを立ち上げＥＣを活用したＢｔｏＣ事業の新設によるＳＰＡビジネスへの展開 田附　貴章

近畿 大阪府 大阪市北区 京阪高速出版印刷株式会社 8120001063480 製本システムの導入による完全一貫生産システムの構築 有限会社グリーン経営サービス

近畿 大阪府 大阪市都島区 光星技研株式会社 1120001007436 ５軸加工に対応した生産体制構築による複雑形状治具製造への参入 ひまわり経営サポート株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社シップス 5120001149745 ホテル等の空室減少を通じて地域経済の活性化に貢献する「スペースシェアリングサービス」事業 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 南河内郡太子町 株式会社ＩｄｅａＰｏｃｋｅｔ 3120101034956 農家直販マッチングプラットフォーム・サービス運営で業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ｓｔａｃｋ　Ｄ 6120101060751 店舗デザイン・施工の経験を活かして、自社オリジナル家具・備品の製造販売に挑戦！ 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市浪速区 橋本鉄工株式会社 2120001039552 表面から内部に至る全空間を対象にした応力測定の総合ソリューション事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社こんにちは 6120101040745 介護サービスで培ったサービス力を活かした、県外集客も可能な高濃度温泉が魅力の入浴施設へのチャレンジ きのくに信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 アーバン・テック株式会社 4120001140878 ＥＶ急速充電設備開発・製造・販売・充電設備シェアリングサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイテム 5122001012940 偏芯加工可能なターニングセンタ導入による次世代自動車部品製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社鷲谷商店 9120001025868 富裕層会員との関係性を活かしたシミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市東成区 東陽精工株式会社 6120001013074 精密アルミダイカスト技術を強みとした一気通貫製造プロセス構築による医療分野への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社キョータカ 2120101035328 精肉店からハイクラス和牛ホルモン専門店への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋ’ｓインターナショナル株式会社 3140001098125 通訳付きハイブリッド型株主総会・決算発表会運営支援事業 坪井　亮

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社川嶋製作所 2122001013009 多軸加工対応と高精度案件の内製化による収益拡大計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 摂津市 株式会社サンショー 5120901009420 インサート成形の工程を自動化し省人化と高精度化を実現する業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 伊藤精工株式会社 7122001021816 ５軸制御マシニングセンタの導入による燃料電池車の普及に資する新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社高見紙化工所 8120001020903 オンデマンド印刷機の導入によるカラー印刷事業への参入 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 猪野工業株式会社 1122001000874 成長著しい海外向け高級自転車パーツの加工事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 増見哲株式会社 7120001089626 淡路発　廃校利用のサステナブルファッションプロジェクト 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カンマコーポレーション 5120001118304 クラウドカメラを活用した防犯システムの構築と新規顧客サービス展開 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社クラブコスメチックス 4120001042884 化粧品容器の変化を先取りし、環境配慮型の化粧品製造で事業再構築に挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社東光製作所 9122001019437 大型ステンレス製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 枚方市 有限会社クールメイト 6120002076095 不織布の保冷剤製造を通じて医療食、介護食業界へ進出するための業態転換 枚方信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社八龍歯車工作所 6122002014514 高精度加工が要求される中型静音歯車分野への展開 マネーコンシェルジュ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社石山 8120001074478 和菓子・洋菓子二刀流を強みに、新商品開発と販路多角化を進め、売上拡大へ挑戦 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 株式会社協進金型 6122001001967 医療機器金型の設計・製造事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＨＥＲＯ’Ｓ 5120901045424 ドライバーの技術向上支援を行う「レース塾」開校による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワサビ 8160001015131 丸投げ型越境ＥＣ販売サービスの構築による小売業への業種転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 バーアイス コロナ禍で影響の大きいＢａｒ運営から、インドアゴルフ事業参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 ＫＵテック株式会社 8120901028236 赤外線画像と高精細画像のエビデンスデータによる点検作業の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社フリーク 4120101029716 道具業界の革命商品！電動釘打ち機でファブレスから製造業へ転換 青石　吉司

近畿 大阪府 柏原市 株式会社サンクチュアリ 8122001029230 高齢者の健康寿命の延伸へ、「訪問看護＋訪問鍼灸」のＷケアプラン 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社フューチャーバランス 3120002052900 世界で爆発的人気「ナチュールワイン」の専門輸入販売事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 株式会社籾山製作所 9122001020320 ケースカシメ装置、シート貼付装置導入によるＥＶ分野への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社永井瓦工業 1120101061746 瓦専門業のノウハウと先端技術を活かした解体業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 中村電工株式会社 9120001159773 空調換気工事の内製化で電気＆空調換気工事ワンストップ体制確立 中原　広一

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社紀和金属製作所 2120002009380 農作業用噴霧器部品から半導体製造工場配管洗浄部品の製造への業態変換 箱谷　茂廣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｋ・Ｔ・Ｍ 7122001035452 加工工程の内製化による省人化・自動化装置等大型製品への進出計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社ミユキテック 8120102021643 ハイブリッドドライブベンダーを導入し医療・福祉機器分野へ進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 協和電線工業株式会社 5122001018277 ５Ｇ対応高速通信ケーブル製造事業の展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 一般社団法人ミュージアム 7120105008754 生活訓練事業を行う福祉サービス施設の開設 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社エスアール 7120102020844 電池カバー等新製品の製造及び加工請負サービス参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ウェル 6120101029573 介護業界での人材サービスから住宅型有料老人ホーム事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｍｉｎｔ 1120901039685 保育所での弁当・惣菜販売による地域唯一の就業女性支援 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 スタジオ・サラサ株式会社 2120001177880 スモールビジネス活性化を図る商用リアカーの製造販売業への取組 中村　誠

近畿 大阪府 八尾市 株式会社酒井製作所 2122001018536 板金への工法転換で量産化を実現させる新分野参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社フロンティア 5120001112190 関西地域初の「屋内型ドッグラン兼カフェ施設」の運営による新分野展開計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 シイエスピーク株式会社 3120001197291 伊勢を美味しく包む！非日常感で味わう！地場食材のクレープ販売で再構築！ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 エス・テー機設株式会社 7120001028609 最新型設備の導入によるＳＡＷフィルタ製造装置の部品製造への新分野展開 尼崎信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＤＣ 2120001137868 撮影に適したアイランドキッチンがあるレンタルスタジオ事業 蔭山　隆茂

近畿 大阪府 八尾市 吉長工業株式会社 7122001020578 熱交換器用ステンレスパイプ部品の事業化による新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＨＥＩＺＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 9122001029881 就労支援分野からの新分野開拓！女性向けグループホーム事業の展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社上島ポンプ水道工業所 6120101000765 工期短縮・コスト削減を実現させる空調工事への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社サンクリエイト 8120102011330 ホテルと飲食店が地域一体で取り組む大規模テレワークの新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エスアール不動産コンサルティング株式会社 7120001183528 測量専用ドローンを活用した確定測量による空家問題への対策事業 木村　三奈子

近畿 大阪府 柏原市 ウイング株式会社 5122001022799 資産をフル活用してお客様をもてなすグランピングサービス 竹中　永健

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リファイン 1122001017497 デリバリー・テイクアウト販売を取り入れたタッカンマリ店の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 有限会社角田工作所 3120902018001 モーターや発電機分野のモーターコア製造用の金型を新たに製造 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社永野元製作所 8120101000598 パンチレーザ複合加工機を導入して外注対応の案件を内製化する計画 北浜グローバル経営株式会社 株式会社アマダリース

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社森井製作所 1120101007286 自動溶接装置導入による特殊自転車量産体制を構築する業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社立ち寿司 9120001146128 大阪ミナミへのマイクロツーリズム需要を取り込む民泊事業への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 八代製薬株式会社 7122001007757 ６０年以上の医薬品製造経験を活かし、医薬品専用倉庫業へ 神谷　亮賢

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社堀鉄工所 4120001013605 より大型で複雑な「音響機器」部品加工に参入、企業の新製品開発を支える町工場に！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 日本キャスティングメタル株式会社 8120001186050 高性能マシニングセンタの導入による鋳造部品用模型の製造及び販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 有限会社メインワークス 6120902009261 内装経験２０年の職人集団で高品質な造作家具製造・販売への挑戦 行政書士法人アクティス

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社山本博工務店 8120001053151 次世代を担う棟梁の育成を目的とした”棟梁育成塾”実施 中村　誠

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社山金 3120101007458 粟津温泉における上質な旅行プランを提供！レンタカー店が手掛ける地域交流型カフェの運営事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワンダライフ 7120001217995 居酒屋のみの運営から、新しい市場を作り出しＮｅｗドッグサロン×カフェへのチャレンジ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 枚方市 株式会社トータルエンジニアリング 5120001150174 道路工事・全行程一貫受注体制確立計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社コーワコーポレーション 8120002072324 次世代自動車（ＥＶ）に対応する自動車整備業への転換 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オノエ家具 5120001042124 リノベーションを含めた家づくりの提案ができる家具店への業態転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社キッチンソムリエクッキングスクール 8120001226772 “健康志向”コンセプトの焼き鳥店運営事業への参入による業種転換 日本マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社渡辺護三堂 5120001096946 最新ＬＥⅮ露光機を用いたフレキソ印刷版の高精細化によるセキュリティー印刷分野への進出 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大阪書籍印刷株式会社 8120001129091 印刷業のノウハウを活かした「人と想いをつなぐ」オリジナル文具の開発・販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 川勝商事株式会社 1120001042383 ２４時間利用ＯＫのサブスクサウナで、運動が苦手な中高年にも健康生活を届ける新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢ｓ 8120001111405 飲食・物販・遊びまでパッケージ！様々な食文化の伝道キャラバン 塩尻　明夫

近畿 大阪府 八尾市 山科産業株式会社 3122001020425 再生素材の横編みニットチェアファブリックの商品化による再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 三笠建材株式会社 8120001004369 既存技術に最新鋭曲げ加工機を組み合わせた新分野参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 門真市 株式会社エヌシークラフト 5120001160099 ５軸マシニングセンター導入による先端技術分野向け部品供給体制構築 片岡一哉 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 シンパシー　中嶋防水 デリバリーメインの広島風お好み焼き店の出店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スタジオブーミング 4120001205672 小規模の建設会社向け業務管理システムを提供する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社明和製作所 7120001036628 板金会社の環境に優しい熱調理厨房機器類の開発による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サエン 9120001128076 ＤＸ化により実現する、サステナブル素材を取り入れたバッグの製造・販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社一弘建設 8120002069452 プラント用装置の部品の製造・販売による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社出版文化社 1120001081431 ＷＥＢサイト・ＳＮＳの構築技術を用いた社史（コネクテッド社史）の開発と提供 税理士法人熊代事務所

近畿 大阪府 堺市南区 ホウジョウエムエフジー株式会社 3120101006245 冷凍設備向け大型金属部品で冷凍食品産業を支え、ＳＤＧ＇ｓに貢献 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社銀の葡萄 8120001127211 ラーメン食材の自社製造事業・中華麺卸売業および冷凍ラーメンのＥＣ販売事業への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社パティスリーモリタ 8122001028678 アイス製造の内製化により閑散期も繁盛店へ経営安定化を図る計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ＪＯＹ　ＵＰ 8120101048183 専門・技術サービス業から竹活用製品の製造販売業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社手束商店 9120101052688 厳格なコンタミ対策の構築で一般米卸売から特別栽培米卸売へ進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社トラスト 7120101051642 収益増が見込める自動車修理業へＤＸを用いた革新的な手法で参入する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ボンビプラント 5120101032462 コロナ禍後の社会情勢に適応した提案を可能とする事業 松下　隆信

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社春正建設 7120101005656 ジムとアイスクリーム店を開店し、所有建物の有効利用をする事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 エリカランド株式会社 5120001147435 親子が協力し、「若いマタニティ・ファミリー」をターゲットするエステへ進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社マツキ 7122001015933 ＥＶ向け製品の量産に向けた体制構築と金型製造のレガシー活用 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社信行テック 6350002004330 アーク溶射導入による安全・品質レベルの高度化と国土強靭化への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社フジバヤシ 8120101050346 不動産賃貸管理業からドッグツーリズム事業への業種転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社カー・トレ 3130001046794 ＥＶ特化型自動車整備工場の事業化への挑戦計画 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ｍｉｒａｃｌｅ 9120001229535 家族みんなで楽しめる『オンラインクレーンゲーム事業』へ転換 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ネイルサロン優 ネイルサロンが脱毛サロンに新分野展開し美容をワンストップ提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社タカラ製作所 2120901007170 半導体製造装置向け精密部品の新分野展開事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ソキウス 7120001082985 千葉県九十九里町におけるグランピング事業　ハックリベリーガーデン九十九里 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＴＯＷＡ 7122001005158 自動化機械設備によるダイレクトメール（ＤＭ）封入封緘事業への進出 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大東市 有限会社大阪ステンレス 1122002011061 最先端電子部品の量産体制構築で大阪町工場から世界市場を狙う 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社関吉 9120001223067 コロナ禍の下で大きな需要が見込める３Ｄマスクの製造販売 石塚　実

近畿 大阪府 高石市 株式会社ワークポイント 4120101029385 無添加食品（ミニ豚まん）のＳＰＡ（製造小売）への事業再構築計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ｅａｕ 2120002045962 建設発生土のリサイクル事業への参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 リボン食品株式会社 7120001059158 働く女性向け！妊活に必要なホルモンバランスを整えるパン「Ｍｉｎｏｔｔｅ」の発売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社コウシン設備 9120102026906 従来製造したことのない天蓋ダクトフード製造による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社エイドホーム 5120101028064 就労継続支援Ｂ型事業所開設で、障がい者と共に地域活性化！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 タツミ合成株式会社 8120001017924 高濃度・高付加価値かつＳＤＧｓに貢献可能なプラスチック原料の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アレヴ 2120001114883 営業部員の成果をあげるスマホアプリを活用したサービス事業 椎名　哲士

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＡＴＳ株式会社 2120001108497 ○ マリン事業の要素を採り入れた複合リゾート型グランピング事業の開始

近畿 大阪府 大阪市旭区 アーテック株式会社 6120001060208 ○ マリン事業の要素を採り入れた複合リゾート型グランピング事業の開始

近畿 大阪府 大東市 株式会社日の出組 2122001015847 攻めの営業で実現！！ｗｉｔｈコロナ対応型ＩｏＴ×ＺＥＨのサスティナブルな次世代住宅販売事業 酒井　敏行

近畿 大阪府 岸和田市 西野建設株式会社 5120101037321 工事の多角化展開によって、地域密着型のエコシステムを実現する 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 協栄紙工株式会社 7120001017297 美細化粧箱分野へ進出するロボティック加工体制構築事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 矢野精機株式会社 9120001148784 厳しい環境下、半自動化設備の導入で新たな活路を切り開く 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 米忠味噌株式会社 2120001014852 日本の味噌を世界へ！老舗企業による海外輸出事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 安泰ニット株式会社 8120001000087 希少素材を使ったオーダーメイドポロシャツ等の小売展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ホームテクノ 1120101023779 「ひとり窓口」で顧客に支持される建設業者がカフェ運営を展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ディバイン 1120001136078 体験型個人宅・個人店舗のリフォーム・オーダー家具事業 稲田光浩

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社マルタケ製作所 1120001021742 パイプ製造工程の変革と新たな加工商品展開による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 宮本設備 地域の観光・雇用に貢献するヴィラ運営による業種転換事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 合同会社優心 6120103002041 地域医療包括ケアを目指し、高齢者住宅事業への進出 亀山　俊彦

近畿 大阪府 和泉市 株式会社アド・ダイセン 1120101041137 Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ化をしたペーパーラッピングＤＭ事業への業態転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 7120101052252 新規ホームエステ美容機器商品をエステ店舗物販とＥＣ販売にて事業拡大 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社グラフィックス 5120001014734 ＣＴＰ、ＨＰ刷新による高付加価値印刷物の製造事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユニソク 7120001150899 オンライン遠隔利用対応の低温ＳＴＭ計測環境の提供サービス新事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市南区 千屋板金工業株式会社 8120101030447 屋根の取付工事業者から、屋根材の製造・販売事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ハルテック 5120101049705 高性能レーザ加工機導入による半導体材料製造プラント工事への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 開屋本舗株式会社 3120101050482 ＣＯＣＯ－ＶＡＧＥの技術を生かし企業へアップサイクル商品として提供するゼロエミッションモデル 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ニッポウブレイン 4120001161049 店舗運営ノウハウを活かして、他業界の焼肉店に業種転換！ 税理士法人中瀬事務所
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近畿 大阪府 堺市東区 株式会社Ｈ＆Ｓ 3120101055647 手術台フレーム製造を通じた医療機器製造業界への新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｐｅｎｓｅｕｒ 4120001130771 様々な資料作成をＤＸ化するクリエティブの粋を結集したテンプレート型ビジネス資料作成システムの開発・運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 堺市堺区 南海鋼材株式会社 9120101005043 半導体製造装置部品　フッ素樹脂継手製造の事業化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社大和螺子製作所 5120101004247 高機能高品質な小径ゆるみ止めねじでハイテク産業を支える事業！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｏｗｃ 2120001211177 スタイリストの働き方改革プラットフォーム型シェアサロン 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大阪抜型製作所 7122001008458 新たな加工技術の獲得による厚みのあるウレタン素材への対応 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社イーエムオー 3122001001086 当社が従前から有しているファイバーレーザー溶接技術を活かす事業再構築事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ネスペ 2120001121970 オーダーメイドのＡＩ電話サービスを展開し、新市場開拓する事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社サンピア 4120101003266 商業施設の地下１階（８２０㎡）を改装し、「Ｅ学習等」を誘致・事業参画する。 堺商工会議所

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＯＳＫ 1120001162834 ６７％の工期短縮化を実現する、土木工事に特化した足場資材レンタル事業の立ち上げ 音谷　章洋

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 マルソル株式会社 8120001110225 ウィズコロナでも安心な茅ヶ崎市初の無人化ホテル運営計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 株式会社オアシス 6120101042898 水性塗料の取り扱いと使用技術を自動車整備工場に研修するサービス 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 大阪府 大阪市北区 アイリスジャパン モアサナイトジュエリーの新商品開発と販路開拓のためのプラットフォーム構築 久保田　昌宏

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋ．ＥＮラボ株式会社 2120001220772 焼肉店と精肉店を兼ねた和牛専門店 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アップデート 5120901042495 サウナ付き宿泊施設のオープンを通じた「サウナ・スパ業界」へ新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市北区 リカーショップやすい １００年続く酒店で唎酒師が厳選した蔵元の日本酒を試飲販売する計画 島本　昌一

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社Ｅｉｇｈｔ 6120101039119 高齢者に寄り添いニーズに応じる。最先端技術を搭載した機器活用による高齢者のための宅配ランドリー事業＆コインランドリー事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 株式会社ファインネクスト 1120101047076 ロケーション撮影とオリジナルアルバム作製によるウェディングフォト事業進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社ショクホー 5120002078902 サステナブルパッケージの国内外市場開拓へ向けたＥＣサイトの構築。 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 ヒカリ株式会社 1120101047844 熱伝導性の高い異種金属の精密溶接修復事業の確立による新分野展開 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ライズ・スクウェア 9122001023182 最新鋭のゴルフシミュレータ機器を導入したインドアゴルフ事業の展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 東大阪市 日伸工業株式会社 7122001005760 オゾン殺菌機を社内一貫体制で生産し新たに医療衛生分野に新展開する。 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社大国酵素 7120002049612 高機能有機酵素肥料の製造販売事業化で有機農業とＳＤＧｓに貢献 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 宮本 ミシュラン２つ星「お料理宮本」がプロデュースするうどん店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社創輪フーズ 3120001182145 多種多様な商品提供を可能とするデリバリーサービスへの大胆な事業転換 株式会社静岡銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ウェル医療介護総合センター 1011801029011 介護現場の自動勤務シフト作成と自動仕事マッチングを行うサービスの実施 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社創成社 8120101022725 ペット葬儀事業の開始によるペット市場への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社黒部鉃工所 4120002006707 新規製造機械マシニングセンター導入による産業用ロボット部品製造分野へ参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社金紋ソース本舗 2120001000373 業務用から家庭用ソースへの事業再構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｆａｌｌ 7120001226583 驚きや感動を共有できるアフタヌーンティカフェの店舗展開 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リールスタッフ 6120001114748 就職困難者のトレーニングキッチンを兼ねたＯＥＭデリバリー事業 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市淀川区 韓国料理まんてん コロナ禍における事業再構築のための事業案 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 バイオアイ株式会社 5120001097374 世界初！コロナ対策も万全！真に健康に資する最強の天然型空間除菌空気清浄機の開発 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社フリークス 9140002063345 ＩＴ技術者に特化にしたノウハウマッチングサービスの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社北摂マイクロテクノロジー 6120901014551 持続可能な社会実現へ水素自動車の普及と生産を加速する高品質で高追跡を可能にした電子基板供給 花山　和士

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＡＮＳ 1120001201963 住宅リフォーム事業から、ＦＣ展開を見据えたパスタ店経営に新分野展開する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社サクラコーポレーション 1120001118927 医療系と美容系の匠の技を集結した複合型リラクゼーションサロンの運営 株式会社セームページ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＭＺ 7120001168198 電気自動車部品用の高精度樹脂成型金型製造へ新分野展開を図る事業 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市大正区 光機械工業株式会社 6120001028023 複合加工機導入によるフィルム製造装置用ロール製造への参入 大阪商工会議所

近畿 大阪府 泉南市 関西リペイント株式会社 8120103002452 総合リフォーム工事から屋根工事特化企業へ 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社日本あんしん保証 5120001167986 高齢者の情報管理の課題をＤＸ化で解決する「ヘルス＆終活アプリ」の開発・販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい ラーメン屋による店舗と工場をつなぐデジタル技術を活用したスマート無人冷凍餃子提供事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｒｏｕｔｅ． 5122001033276 クラシックカーを展示するミュージアムによる福祉人材の活用と地域活性化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山本 2170001009492 ＩｏＴ技術を活用した金属製吸音パネル、吸音ユニットの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 大阪市浪速区 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｍ 3120001211556 商業地域における「２４時間×パーソナルトレーナー」で国内初の事業展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社精晃商会 4122001003668 パックフィルムの少量多品種短納期対応強化による新市場開拓計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 アイトス株式会社 5120001073193 二酸化炭素排出量ゼロの環境配慮型の廃棄炉（炭化炉）を製造販売する再構築。 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＧＭ 7120001118062 食肉をロスなく提供するべく精肉店と焼肉店・ＥＣサイトでの同時運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｋｉｍｕｒａ 1120001199678 新分野であるアウトドアにおけるテレワークデスク開発事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ブルーミング株式会社 7120001128680 衣装室・写真室を持つ美容室が新たに展開するウエディング事業 林　修治

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ＮｅｘｔＯｎｅ 1120001210519 内装工事を組み合わせた不動産業へ参入する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ギネプラス 2010001162885 個人情報を活用した販売促進事業 税理士法人ＴＨＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市平野区 平野郷動物診療所 公園に隣接する古民家を改修して人も猫も集える複合施設に 岩渕　和郎

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ダイツール技研 8122001004464 ダイヤモンドバイト工具の製品開発による新分野展開と販売網の構築 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 プロシオン合同会社 1010403014280 千葉県東葛地域で必要とされている障害児通所支援事業 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 堺市西区 林組株式会社 6120101024087 解体・建築廃棄物リサイクル業進出による原油価格高騰リスク回避と基礎工事依存からの脱却 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社浜田 3120901011774 太陽光パネルリサイクル及びリユース事業でサスティナブル社会に 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社山口工業 8122002006740 コロナ禍でも安心して高齢者や子育て世代が交流できるすし店事業への進出 長谷川　賢哉

近畿 大阪府 堺市北区 三和紙工株式会社 6120101003165 輸送用段ボール箱から配送用小型段ボール箱への新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 アミライズ株式会社 3120001183721 学習塾のノウハウを活かした放課後等デイサービスへの業種転換 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆｉｓｈ株式会社 3120001180289 当社の強みであるメニューの製造販売業進出による増収計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社オブ・ユース 8120002069675 美容系商材の企画製造・ＥＣサイトでの販売とＥＣモールの運営 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社坂本鉄工 7120101047310 次世代電動農業機械向け重要保安部品製造事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イデアイメージ 9120001115149 医療法人の印刷物とＷｅｂサイト制作をクラウドで行うサービス 周参見税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社エーソリューション 8120901035463 耕作放棄地で栽培したオリーブと茶の実の加工事業 辻　泰崇

近畿 大阪府 茨木市 ＮＯＮメンテナンス株式会社 3120901038322 新メンテナンス分野への進出による事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社東邦産業 2120001173236 国土強靭化計画で重要となる地すべり防止工事事業への新規参入 塩田　恵

近畿 大阪府 豊中市 株式会社上原精工 5120901022902 鉄道の保守点検を効率化する装置開発の新分野参入、収益性の向上を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 合同会社Ｋ＆Ｂ 5120003017784 韓国への越境小売業からＪＡＰＡＮデリバリーサービス提供者への業種転換 藤井敦

近畿 大阪府 大阪市住之江区 酒井屋株式会社 8120001142615 関西自慢の食品・酒類を全国・世界の「家飲み」市場へ事業 中村　誠

近畿 大阪府 大阪市浪速区 サクライ 四季折々の冷凍パスタソースの製造・非接触型販売による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 高槻市 汐﨑商店 酒屋が強く求められて始めた無店舗ＰＣ出張サービスを「来店型」へも拡充転換 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 居酒屋たんぽぽ 韓国居酒屋からテイクアウト店への業態転換 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社山喜 1120001025660 業界初！ライブコマースでの即売会 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｓｗａｎｋｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 2120001195511 顧客ニーズに合わせたヴィンテージ家具等専用の貸切ショールーム 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 みかも礦業株式会社 3122001020185 自社で運搬・廃棄・業務機械の産業廃棄物・廃油物中間処理事業に挑戦 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 松原市 サンエイ産業株式会社 5120101027289 既存の築炉工事業とのタイアップ営業が可能な集塵機製造事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社金味 2120001193762 自然とテクノロジーが調和した、新しい食事体験を提供する新業態焼肉店 木下　孝祐

近畿 大阪府 大阪市此花区 旨味カンパニー 香川県の地産地消・観光市場を活性化するＲＶパークキャンプ施設事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社関西風来軒 4350001014423 ラーメン業界特化型ＤＸツールを活用した健康志向ラーメン店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 シバタセスコ株式会社 5120001009957 繊維素材を活用した粘着製商品の開発販売 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 熱帯珈琲舎 農園から消費者へ、一気通貫の焙煎コーヒー豆販売体制の確立 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　ｒｉｎｇｓ 9120001214371 民泊許可コンサルティング事業者が挑む育乳エステサロンの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 デントスマイルモータース株式会社 1120001221409 自社の自動車工場ノウハウを活用した教育ビジネス事業への進出 株式会社関西みらい銀行



13 / 21

事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 松本精機株式会社 9120001050684 農機・減速機歯車市場への参入 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キャリアアシストシステムズ 9120001193442 Ａｆｔｅｒコロナに対応した生徒とオンライン家庭教師のマッチングアプリの構築 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 岸和田市 津田辰工務店株式会社 9120101049734 ポストコロナ時代のニーズをとらえた木製コンテナハウス事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ザクティ 3122001025531 高い国産映像技術を活かした５Ｇ／ＤＸ向けソリューション事業への転換 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社巽工業所 8120002009755 生産技術と管理技術の高度化による新事業への進出と事業再構築の取組み 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 エナ・ホーム株式会社 5120101023643 外出自粛、在宅勤務等による運動不足解消のための「マイルーム・パーソナルトレーニングジム」を展開する。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ケイエスシステム 8122002001477 木型の回収リサイクル事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ビーハイブ 4120001217998 コロナ禍に適した地方ワーケーション施設取次事業への革新的変革 北村　亮太

近畿 大阪府 守口市 株式会社橋本鉄工所 6120001156518 水素エネルギー普及に向けたサプライチェーン参入への挑戦 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市大正区 児島電機株式会社 5120001027397 再生可能エネルギー普及に寄与する蓄電池用ケース製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 大阪市西区 ９株式会社 3120001167022 「第三世代型サウナ付コンテナ住宅」の企画・販売を通じたまちづくり事業への転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社コムイット 5120001200862 ＷＥＢコンテンツマーケティングを駆使したプロテインの販売事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社典沃 1120001033201 特殊デジタル印刷と既存印刷の融合で需要拡大／新需要創出／ＳＤＧｓ貢献 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 創作料理とワインのお店　上田慎一郎 健康的で毎日食べられるワインに合ったイタリアン創作漬物の販売 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社Ｊ．Ａ．Ｍ建築企画 1120001210543 自社設計カフェへの改装によるコロナ対応型リフォーム相談サービス 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 歌島製作株式会社 5120001049235 高精度レーザー加工機によるＩＣＴに向けた建設機械部品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社三宝化成 3120001194033 大型射出成形機導入による建設資材分野への進出で事業再構築を実現 永和信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ロジカ・エデュケーション 6120901040606 「情報」科目の新設に伴う大学入試対策教材の開発・提供 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＩＳＬ 9120001174772 新開発システムを搭載した物流提案と合わせて提供する、冷蔵・冷凍品の配送サービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 村田畳店 印刷機を導入したふすま・障子紙の製造及び内製化による一貫生産事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ベスト経理合同会社 1120003009736 グローバル市場で勝ち抜くための総合事務所化 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 池田市 Ｂａｒ　Ｙｅｂｉｓ 大阪府池田市で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設への業種転換 嶋田　景太

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社魚国 6120101000757 堺の新名物「フィッシュサンド」と天然酵母パンの製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 抱月工業株式会社 9120001147209 溶断から二次三次加工まで一貫した自動化ライン構築による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ポテンシャルプロジェクト株式会社 7120001206222 新規オンライン事業「ご売却．ｊｐ」の立ち上げ 空税理士法人

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ＭＡＲＴＩＮ 6120101035613 ＥＶ車向け一貫車体整備体制構築によるテスラ認定工場への事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＨＲＤ 1120001191981 淡路島西海岸で産直マルシェ・食堂を運営する複合施設の新設 伊藤　悟

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＡＫＩＭＯＴＯ 1120001198936 企業に属する人や起業を目指す全ての人たちに安価で最新のオフィスを提供し、大阪南地域の活性化を計画、展開を推進 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市都島区 ヘアーサロン　ローズ 理髪店でヒゲのプロが行うヒゲデザイン脱毛事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ケーシ製作所 8122001018381 半導体の需要増による搬送装置部品の量産対応によるＶ字回復策 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社クレタ 5120001194584 飼い主とペットが一緒に楽しめる宿泊サービス業 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ウエスト 3120101065646 卸売業から韓国の食品やコスメを販売する小売業への進出 経営創研株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 ＬＥＤ’Ｓ株式会社 9120001118432 版権×ドローンショー 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社プロテック 3120001230952 ＱＤＬを用いた足場施工技術の開発と公共事業案件への適応 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社ＷＩＳＴＥＲＩＡ 6120101062293 岬町の幸を遊漁船で楽しく、おしゃれに満喫するサービスの提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 光研化成株式会社 8120001155690 ウレタン加工業界・地域の底上げプロジェクト│最新ウレタンスライス加工機導入による同業者との連携及び新分野展開 株式会社ヒース

近畿 大阪府 大阪市西区 双龍株式会社 1120001044776 次世代型染料原料の製造販売計画 税理士法人石橋・笠原事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社エイヴィス 1120001153453 時計・宝石等をお好みに合わせて作り変える『カスタマイズ事業』等の新展開 中川　正茂

近畿 大阪府 八尾市 誓和工具株式会社 4122001018922 ＥＶ車向けの部品製造に新分野展開し、事業の再構築を図る サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 清川株式会社 1120001078015 ペット情報ＷＥＢサイトとメタバース活用による商品開発・販売 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社大道建築設計事務所 7120001054340 古民家×サウナによる癒しのワーケーションハウスの提供 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 豊中市 株式会社龍美建装 8120901039811 コロナ禍で需要を増す総合リフォーム業への進出による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社Ｂ．Ｔ．Ｌ 7120001219430 美味しいだけじゃない！ウィズコロナ下での「在り方」と「ｓｄｇｓ」への取り組みがあってこそ！ 永田　強士

近畿 大阪府 和泉市 協和ステンレス株式会社 8120101001968 高精度電解研磨自動化ライン導入による新製品開発と新市場進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社柴商 6120001176623 カット野菜製品の製造から燻製製品の製造へ拡大する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 ジュラロン工業株式会社 1120001147034 超精密加工による量産金属部品や超精密金型の製造事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 松原市 センターオブユニバース株式会社 5120101027727 地域口コミＮｏ１！外壁塗装業社による足場組立事業への参入事業 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社心誠会 7120002062235 整骨院ノウハウ・最新デジタル活用でフィットネスクラブに新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ミタス 5120901038502 福祉事業とのシナジー効果も期待できるスイーツ製造販売への挑戦 間島　慎太郎

近畿 大阪府 池田市 ＣＡＲＳＨＯＰ　Ｆｅ 新しい生活様式ニーズに対応した２４時間ゴルフ＆ドライブシミュレータージム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 アルタイルヘアーデザイン 美容室の高い知名度を活用したビューティーサービスの展開 野竿　健悟

近畿 大阪府 堺市西区 有限会社グラスクラブ 4120102013586 医療マッサージの専門集団が心身を癒す「腸もみ」に取り組む計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ウィット 3120901017581 広告事業者が培ったＷｅｂ広告やデザインのノウハウを提供するスクール事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社シャイン工芸 5122001018772 独自のコーティング技術を活用した革新的新サービスの開発計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社丸金 9122001032398 自社オリジナル高機能洗浄ワックス剤の開発製造による事業再構築 田附　貴章

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ 3120001212463 アニメを始めとするサブカルチャーの特色を活かしたトレーニングジム・ダンススタジオの運営事業 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ドロニー株式会社 7010601041526 廃業したパチンコホール時代のネットワークを活用した農業向けドローンサービス参入 渡邊　良享

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ディーマーケット 1120101023424 独自の加工処理を施し、適切な開花状態で品質が長持ちする生花の生産・販売へのチャレンジ！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社オートモービル輝 1120001172313 コロナ禍の新生活様式に対応させるべくニュースタイルのレンタカー 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 ププププティタプティ 新たな飲食店モデル「パン料理専門店」出店による業種転換 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社スミヨシ 2120001002007 新規設備導入による半導体製造装置・食品機器分野への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＬ 3120001206911 農福連携で３方よし！農園型障がい者雇用事業を立ち上げ、一般販売できる野菜加工品を生産 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 東大阪市 旭鋼鈑株式会社 5122001000193 付加価値の高い厚板鋼材加工能力を獲得し、新分野展開で利益拡大に取り組む 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 八尾市 株式会社多田鉄工所 3120001200542 デジタル技術を活かした金属・樹脂加工への提案型ビジネスの展開 伊藤勢津子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ポコアポコネットワークス 9120001190134 センシング技術で楽譜をめくる「非接触型の譜めくり機」製造への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 トラストワークス　 貸おしぼりの強みを活かし洗濯代行・コインランドリーに再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ウイン 4200002000461 殺処分を軽減し、地方のレース出場機会を創出する競走馬の仲介サイト 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 堺市西区 とらふぐずわいがに専門店ふぐ真 海鮮惣菜小売事業への展開による中食市場への挑戦 エース税理士法人

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社岡崎 9120101022567 成長分野であるグランピング用宿泊施設の部品製造への新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ＦＩＳ 5120101044540 教育現場や保健指導に適した個別面談システムを開発・提供する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社オカノ 3120001017020 化成品卸売業者によるリノベーション向けオーダーメイド扉の販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 進興電気製造株式会社 7120001148002 ヒーター製造技術で半導体産業へ新分野展開して事業を再構築！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社マナックス 4120101025599 木材塗装の自動化と特注家具製作を通じて実現する住宅業界への新たな価値提供 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社ワイ・デンタル・ラボ 2120102005247 チタン合金の切削加工の内製化及び新市場開拓 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市平野区 富士漢製薬株式会社 1120001126582 「運動して、おしゃべりして、笑顔になれる」介護事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社石橋製作所 8120102000449 開発が進むＰＣＲ検査装置の部品製作を通じた遺伝子検査機器業界への参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ＡＣＥ 3120002058831 忙しい建設会社社長とスタッフのお助け建設総合ＤＸアプリ「建設秘書」開発事業展開 株式会社しのざき総研

近畿 大阪府 東大阪市 金子精密工業株式会社 1122001001690 カーボンニュートラルの実現に貢献する機能性フィルム関連製品製造事業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ジェイレップ株式会社 3120901006766 半導体製品のＸ線検査導入で国内供給網強化及び技術開発の促進 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市城東区 ディーライブ株式会社 8120001116486 飲食店開業コンサルティング付料理教室の開講による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 門真市 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 9140001097988 アルミニウム車体鈑金・水性塗装ニーズの急速な増加に対応した新たな自動車整備への挑戦 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 河内長野市 浦田鉄工株式会社 7120101033517 リチウムイオン電池製造設備部品の量産加工に挑む事業再構築計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 枚方市 株式会社サーパスゴルフ 9120901017840 第２のゴルフ人生を応援！ゴルフコミュニティスペースの全国展開 岩井　久典

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＩＸＩＺ 9120001213869 多品種・小ロット受注によるポリウレタン加工業へのチャレンジ 中村　哲也
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近畿 大阪府 大阪市西区 ＳＯＲＡ　ＤＩＶＥ　ＳＨＯＰ ダイビング事業で所縁のある白浜町で旅館運営による新分野展開 グラビス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社大野木製作所 7120001049340 新加工機の導入により高難易度の部品の開発・製造を行い新市場に展開する 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＹＭＪＰ 5120001221306 各地の一次産品・特産品をブランドとしてプロデュースする新事業 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社ティーティーエヌ 3120102022786 ＮＯ　ＨＡＩＲ，ＮＯ　ＬＩＦＥ。オンラインでも自身が持てるかつら リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社高田工業 9120001243370 マリーナを活用したレジャー・観光の活性化事業 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 八尾市 三和厨房株式会社 4122001018666 老人福祉施設向け　陶器食器のレンタル事業「テーブルコーデ」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アンデックス 3120001037200 創業３７年を誇る靴ブランドが鍛えられた企画力を武器に焼肉店に挑戦 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハッピーフードシステム 3120001171908 オリジナル糀を活用した中華ソースの販売 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アイナック 7122001017558 ＤｔｏＣで記念オリジナルグッズを１個単位でオーダーメイド生産しＤＸを実現 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＪＥ 2120001120238 中小零細企業向け遠隔保守サービス「ｂｉｚ－ｕｓ」開発事業 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Ｈｏｏ 4120001207933 良得居酒屋専門店～台湾と日本の飲食文化を融合させた居酒屋の出店～ 税理士法人和

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社繁原製作所 4120001001923 精密製品加工事業から減速機の受託設計事業への新分野進出計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＮＵシステムズ株式会社 5010401087663 自動車販売業界におけるＤＸ推進に資する統合型システム等の開発 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社阪井金属製作所 5120001005329 新規分野の参入および顧客の新規開拓を実現するワンストップ組立製品事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ガッツソウルカンパニー 5120001167697 発達障がい児の保護者向け教育アプリの開発と全国展開 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社ケイズ 8120102016429 コロナ禍のストレス解消！空き家を活用したフルーツタルト 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ａｎｔｉｑｕａ 8120101045908 ウィズコロナ／ポストコロナ時代に対応した次世代型ショッピングモール「ＷＨＡＴＡＷＯＮ（施設名）」での新規販売戦略 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＫＳパートナーズ 1120001145153 福祉施設と連携した冷凍弁当・冷凍総菜の開発・販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ウチダ 7122001017797 溶剤系塗料調色事業の高付加価値化とＳＤＧｓへの対応 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社あぐり家 1120001205502 ＩＴ技術による商品情報のリアルタイム化と拠点ネットワーク化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 まるゑ 美肌と美容を提供する奥津温泉グランピング 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 矢野紙器株式会社 6120001025631 デジタルコンテンツ活用による「育つ環境」を創発する「人財育成システム」開発 伊村　睦男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジーニアススタイル 2120001126152 相続サロンに特化したリクシル不動産事業のフランチャイズ展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 大阪市此花区 ダイヤ交通株式会社西 6120001026522 チキンジェンヌ：顔の見えるタクシ－乗務員による安心安全な食料品の製造販売と自動販売機による販売事業 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ファーストネットジャパン 5120001122132 プラグイン売買プラットフォーム及び決済プラグイン導入による手数料ビジネスを実現したＥａｓｙＭａｉｌＳｔｏｒｅの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社中西美装 1120101060533 精神障がい者向けグループホームの建設及び運営事業への参入 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社入船温泉 6120001002952 「宿泊業、公衆浴場運営業」から「和をテーマにした総合リラクゼーション施設」への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社大同井本エナジー 6120001033114 日本初！Ａ重油循環ろ過システムの開発によるメンテナンス事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ブロイ 8120001170665 マリンスポーツ体験型観光事業の立上げプロジェクト 村田　明浩

近畿 大阪府 八尾市 株式会社プライムライフ 7122001024637 住宅設計で培った空間デザイン力、社長のライフワークであるキャンプ経験を生かし、お手軽・体験型キャンプ事業運営への挑戦！ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＡＲＣ 3120001197531 幻の高級和牛「宮古牛」を気軽に味わう！宮古島へのカレー専門店出店 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社サビ 2120001038240 ＣＲＭとコミュニティＤＸを掛け合わせた実店舗向けサービス 永野　正剛

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オーゼツトケー 2122001023222 最新素材「ＨＵＭＯＦＩＴ」の加工量産化に向けた、新たな生産プロセスへの転換！ 澤井　美香

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三喜精機 3122001034904 半導体業界や医療業界等で急需要の測定機器専門部品メーカーに再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社中瀬製作所 4120001013200 未来牽引企業にも選ばれた技術力を活かし、伸長する【ＬＮＧ（液化天然ガス）需要】に対応する燃料噴射ノズルへチャレンジ！ 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 興亜紙工株式会社 5122001018450 紙パッケージ製造で培った印刷・設計のノウハウを生かし、鮮やか印刷ダンボール事業の体制構築をおこなう 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイオス 8120001133201 京都初のアーバンワイナリー＆レストラン「京都　ここでワイン」醸造所 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ズームアセットマネジメント 6120901033188 淡路島の地域資源を活用する貸別荘「まち宿」事業 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社東上 1120001215427 ライブ動画配信による商品紹介・宣伝サービス付きの通信販売事業 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社シロタコーポレーション 3120002031037 バー営業から体に優しい洋食レストラン事業への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ＦＵＪＩ 3120101035277 県内初！乗馬クラブで満喫するハーブティ専門店の開設 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ルミナフーズ 8120101057036 食品販売業から「串打ち加工品」製造販売業への業種転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＰＯＬＡＲＩＳ 8120001216204 子供たちと高齢者が楽しむ観光ガイド・休憩施設で地域活性化 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 和泉市 冨尾石油株式会社 5120101041728 高級食パン専門店とコインランドリー事業に参入する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ナカムラ 4120902013430 パイプコースター導入で新分野である建設材料業界への進出計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社白陵 8120001096530 食肉卸売業者による手軽で楽しいオートキャンプ場運営 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エス・バイ・ケイ 7120101041172 樹脂押出成型の受託加工から、日用品・介護用品の総合樹脂加工メーカーへの新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社トラヤクリーニング 6120001000865 終わりたくない時間を過ごすコインランドリー＆サウナ ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シキラマ 6120001199582 撮影ノウハウを活かした多様なジャンルの写真撮影・スタジオ運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グリーンアート 6120001063342 マシンピラティスで心身の健康と女性の美をサポート 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社エコ・ドリーム 3120101030625 地域密着貢献型障がい者グループホーム（共同生活施設）の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リ・グロー 6120001165881 ＡＩ機能を実装した献立アプリの開発・運営 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社切山化成 9120101056549 『塩ビ製Ｕ字溝』の開発で新規マーケットに参入 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社キュービィ 8122001028331 地場大阪の公共施設改修工事に関して外構・造園・土木工事事業の新分野展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 八尾市 ラピス株式会社 1122001022035 企業が取り組みやすいＳＤＧｓ参加を推奨する原料の販売 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 ドリームファクトリー株式会社 6120001186944 介護人材が常駐して３世代が安心して楽しめるグランピング事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 大阪コートロープ株式会社 1120101043653 工業用、ホビー用ワイヤロープから高付加価値大市場の医療機器部材用ワイヤロープ製造への新事業転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ファーストオーシャン 7120001162382 世界へ情報発信！日本で唯一の商品を扱うＥＣサイトとセントラルキッチン事業への展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ブックスタンド 9120001167611 徳島県美波町での新たな挑戦～地元で獲れた伊勢海老及び未利用魚を活かしたＥＣ及び自動販売機での小売販売への挑戦～ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 富田林市 株式会社シラキ 9120101034645 「できる・やれる」で心と身体の発達を促すスポーツ療育施設事業 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社みつや 2122002010839 精肉処理工場を新設し、廃棄されているジビエ肉を有効利用する 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アルチザン 5120901022737 老舗洋菓子店による冷凍スポンジ、タルト生地の卸売事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ライズコーポレーション 8120001163297 太陽光発電システム対面販売事業からモバイルアプリを使用したメンテナンスサービス事業に新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社臼井製作所 8120001016942 金型部門の新設と工程集約による価値提供で新分野展開を目指す 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルージュ・ブラン株式会社 7120001136980 「癒しグッズ」「オーダーギフトグッズ」の特殊印刷・販売事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 ８１合同会社 7120003016776 障害者自立支援×ＶＲクリエイティブサービスで世界に挑戦 西田　和倫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＳＩＡＨ 7120001181028 韓流雑貨店が挑戦する自社ブランド韓流プリクラ展開と化粧品等のＥＣ販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 リーフマッサージ治療院　豊中店 フェムテックに取組む女性専用整体サロンで従業員に働き甲斐を 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社サキガケ機工 3120101036721 金属加工業と建築設計事務所が連携するオーダーメイド家具工房の展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 豊中市 有限会社永田食品 3120902019263 量販店向けの新たな天ぷら商品の開発と販路開拓及び生産体制の確立事業。 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 今村株式会社 2120001034306 ポストコロナのスマートオフィスを実現するコンサルティングビジネス 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山善金型 1122001007580 美容商品の開発製造体制構築による下請けからメーカーへの転身を目指す 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社ステンレス工房プロ 3210002010015 ステンレス加工業より医療、介護向け冷凍食品製造業への新規進出 株式会社福井銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｒ．オーシャンズ株式会社 3120001143634 タコからイタリアンスイーツへ！冷凍技術を活かした製造販売事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サンクレスト 8122001012459 女性活躍時代の新しいライフスタイル提案とＥＣ小売事業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社進栄化工 9122002002152 検査集積装置の導入と生産の自動化促進により実現する新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ベルポスト 5120001136719 新型コロナウイルスによるパーソナルジム需要低下に対応するための無人トレーニングジム事業進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｃａｍ＆Ｏｎ 1120001213876 フードロス削減に寄与する冷凍保存食品化事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｖｉｎｃｉｔ株式会社 2120001202259 モビリティ革命時代を見据えたナイトクラブの進化系「ドライブイン・ライブ」事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社カービーミシマ 8120002043416 微細加工技術を活かした釣用品部品向け超硬材金型加工への進出 森　健輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社鋼研熱処理 3122001032841 原油高を乗り越える！高周波焼き入れで表面熱処理加工業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ティーシーエイ 2120001024397 自然体験できる複合型アウトドアフィールド 札幌商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ａｉｍ－ｒｏｓｅ 3120001214559 プロの方も利用できるミシンのレンタルスペースと手芸用品のＥＣ販売サービス立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社日宣印刷 9120001015860 オフセット印刷専業からデジタル印刷へ変更し新たな市場を開拓します 税理士法人石橋・笠原事務所
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近畿 大阪府 高槻市 一般社団法人空翔会 4120905005326 『小１の壁』を突破する学童付きシェアオフィスを新設 髙司　浩史

近畿 大阪府 豊中市 エーテック有限会社 5120902020830 ラグビーファンが集うイベント発信オンラインスタジオ併設飲食事業 西田　和倫

近畿 大阪府 堺市南区 Ｂｉｎｔａ ショールームとＥＣでＤＩＹとＳＤＧｓのインテリア商品の販売 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グローバルコンストラクション 8120001117501 ハイブリッド建物外壁調査事業への新分野展開による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 アイテック 高機能性マスク製造業進出による事業再構築の取組 森　健輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ 5120001205878 コロナ禍でみえた清潔志向×不動産管理会社ならではの新たな洗濯代行サービス 大八木　勇毅

近畿 大阪府 吹田市 株式会社コザイク 2120901031559 アナログゲームの実体験型販売店舗の運営 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ソフィア 7120001138432 アフターコロナの働き方改革におけるテレワーク環境設備支援 北口　勝也

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ゆうき指圧 ゆうきプログラムのネット配信事業 ＢＴＪ税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＬＡＫＩ 8120001218811 健康的な犬のおやつの製造とインターネットを主とした販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 篠原鉄工有限会社 2122002002076 強みを活かした新分野展開。半導体部品について新材種ステンレスを材料に新たな製品開発を実施 大阪シティ信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 ヘンミー亭 こだわりの「肉汁たっぷり」のハンバーグの通販と冷凍自販機販売 株式会社ＣＦサポート

近畿 兵庫県 姫路市 ＯＮＥ　Ｈｏｓｔｅｌ　Ｈｉｍｅｊｉ　 商店街と連携し、困窮する若者サポートをテーマにしたシェアハウス事業 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社依藤瓦店 2140002034699 ノウハウや施工技術を活かすことで他社とは異なる解体業者としての地位を確立 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 合同会社ＦＩＲＥＷＯＲＫＳ 1140003012102 小型犬特化、かつＳＮＳを活用した「顧客との交流」による差別化を実現するペットサロン事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社カリメーラ 7140001106461 指定工場認定のための設備導入による車検事業への新分野展開 井上　拳

近畿 兵庫県 西宮市 一般社団法人あるとぶるぐ 6140005024594 障がい者と共に収益事業でＳＤＧｓも可能にした空間の設立・運営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 目黒ＦＰマネジメント株式会社 6140001097017 保険代理店から、金融リテラシー向上教育への新分野展開 芳川　悦子

近畿 兵庫県 明石市 ｒｅｆｌｅｔ 若年者や男性を主な顧客とした安全安心のファースト・ファスト脱毛 吉村　友彰

近畿 兵庫県 芦屋市 安積鍼灸院 オンライン問診による、パーソナライズされた薬膳茶販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 ファータ 美容師が行うプライベートエクステ専門店出店による事業展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 水野商店 リーズナブルなサラリーマン向けランチから高級感のある個室ディナーへの展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＴＡＢＥＡＲＵＫＩ 5140003013914 産前産後の女性向けプライベートピラティススタジオの開業 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社甲南水産 9140002001899 鮮度抜群の新商品「真空フレッシュパック鮮魚」商品化による新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社スマイルラボ 3140001117603 農福連携×６次産業化。バウムクーヘンが繋ぐ、まぁるい社会 中廣　琢二

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋洋菓子工房ル・シャトン 洋菓子店から発酵食品を使った弁当と惣菜の製造販売事業に進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アンサー 7140001073883 ＦＣ脱却を目指し完全自社運営の鶏白湯ラーメン店開業 浦田幸一

近畿 兵庫県 明石市 グローバルフィット株式会社 9140001067355 既存事業との相乗効果！男性、介護脱毛をターゲットとした新事業展開。 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社田原 4140001109995 洋食レストランの味を家庭で簡単に楽しめる冷凍食品販売事業への進出計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ウエムラ商店 1140002001163 うなぎなどの川魚（淡水魚）の加工卸売業を展開する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ゲートウェイインターナショナルスクール 非対面型英語教育サービスを構築し、国内外教育事業を展開する。 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社ＨＩＲＯ　ＪＡＰＡＮ 5140002025514 カーシェア事業への参入 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社明徳 9140001038067 接待型居酒屋から、物販×テイクアウト×少人数宴会への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社建築家不動産 6140001074395 受身の売上体制脱却へ、当社主導による中古住宅のリフォーム・リノベーションＪＯＢへの進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 三木市 株式会社法島工房 7140001102709 建設業における労働災害事故の減少を実現する足場部材の開発、販売に取り組む事業 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社イー・ブライト 9140001073287 人が集う高級感とカジュアル感を融合した飲食店（バー）の経営 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 農家民宿善 里山暮らし農業体験 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 サラヴォーン 神戸と世界をつなぐライブコマース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 三田市 有限会社テイクツー 1140002055283 アニメキャラクターを使用した屋外型フードステーションでテイクアウト事業を構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 信宏国際商事株式会社 9140001042382 華僑ネットワークを活用したレトルト中華総菜のＥＣ販売 安田　誠

近畿 兵庫県 神戸市北区 ボディコンディショニング整骨院 「オンラインシステム導入でパーソナルフィットネスとボディケア商品の販売」 税理士法人ラズライト

近畿 兵庫県 神戸市中央区 すていきハウス長崎 低糖質・無添加・オーガニックな弁当・総菜・自社開発調味料の販売 星　雄仁

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社テルッツォ 5140001084098 キッチンカーで「淡路島バーガー」や「ジビエバーガー」を販売する事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＷＡＳＡＢＩ 4140001117924 男性専門脱毛・痩身のサロンという新たな分野に参入し事業再構築を成し遂げる 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社シーエッチ建築工房 7140001081564 マルチな居場所をつくる「秘密基地」でリフォーム市場に参入！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 明石市 薩摩せんべろ居酒家　姶良 サウナ型全身美容促進器具を使用したトータルエステサロンの進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｕ－Ｊｉｅ 1140001084085 需要が高まる安全装置の整備に特化した整備工場新設　新規顧客層の開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 結婚市場株式会社 3140001025120 早朝の神社仏閣殿内で清涼かつ厳かな雰囲気によるフォトウェディングを提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 海幸丸水産 急速冷凍された「由良ブランドの鮮魚」ＥＣ販売による事業柱構築 花岡　貴志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ディベロップメントキュイジーヌ フードロスゼロへ。創作フレンチのシェフが手掛けるテイクアウトもできるラーメン店 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 福壽格久 コンサル業からすじにこみ製造販売へ 櫻井　雄太

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社黄老 6140002025182 韓国「食の都」の味を神戶へ　～韓国料理テイクアウト事業～ 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｓ２カンパニー株式会社 3140001093233 先端的なデジタル技術を活用し、新しいビジネスモデルを構築する事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社アサヒマーク 9140002002757 刺繍屋が挑むＳＤＧｓに配慮したＢｅａｃｈＨｏｕｓｅの開業 大西　剛広

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＢＵＤＤＹ　ＡＮＤ　ＪＵＩＣＥＤ バナナシェイク・ワッフルの三毛作販売 藤丘　有紀

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社東影建築設計事務所 3140001099800 ＤＸを活用した共同住宅のリフォーム施工により、物件価値向上と環境に対するＳＤＧｓへの貢献 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加東市 藤井建具工房 既存事業に加えて、エステ（脱毛も含む）事業分野に展開する 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 フィエルテ セルフケア医療機器「アメジスト宝石温熱バイオマット」販売体制の新構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 エーデル・アイ株式会社 6140001065361 精密板金及びパイプ加工技術を活用したコンテナ製造販売への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 Ｃｏｎｅｃｔｉｎｇ　ｄｏｔｓ株式会社 3140001122941 「運転代行を手軽に配車できるマッチングサイトの運営事業」 株式会社アサユナイト

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＷＳエンジニアリング 2140001095008 不用品の回収からリユース・リサイクル事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市中央区 北杜林株式会社 8140001024027 ＳＤＧｓ配慮型の建材床材を新開発し、卸売から小売への業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社セレーン 4140001097902 オンラインでも提供可能なサプリメントのＤ２Ｃ事業への業種転換 井上大輔

近畿 兵庫県 神戸市北区 中村屋 ドローンを使った事業への事業転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 ＴＷＩＮＳ　ＪＡＰＡＮ 現役キックボクシングチャンピオンによるパーソナルジムの開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 三田市 株式会社キシマ 2140001067320 科学の力でお茶の成分“カテキン”を暮らしに役立てる新分野展開計画。 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 スカイ測量事務所 コロナ対策を踏まえた高精度測量機器の導入による新分野への進出 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ワッツニュー有限会社 9140002026632 最新特殊印刷機器の導入で小学生向けクリエイティブ教室の運営 税理士法人キーストーン

近畿 兵庫県 姫路市 ときわや金次郎 最新ゴルフシュミレーターで有名ゴルフ場を気軽にラウンド！美味しい料理とともに 吉田　正人

近畿 兵庫県 明石市 ＷＡＬＡＲ株式会社 1140001106467 ＷＥＢサイトを構築しＳ　Ｎ　Ｓをフル活用！　リユース品大集合 松川　浩士

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社甘露園 3140001048344 上質なお茶を使ったドリンク専門店の展開及び屋上スペースの活用 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 アンドジール株式会社 1140001038198 独自の撮影技術と画像合成技術を活用したＢｔｏＣ向け撮影事業等立ち上げ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リュウナ 3140001052288 健康と美の情報発信サロンの設置による健康サポート事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 フレンチバルストウブ 癒しと感動を届けるトータルビューティサロン事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 テクノプロ株式会社 1140001035179 トンネル用コンクリート最適強度設定用・全自動加温システムをリリース 株式会社アークス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸イタリアン　キズナ 既存のイタリアンから換気設備・個室など感染症対策を施した鉄板焼店への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大石はり・きゅう整骨院 酸素カプセル導入でコロナ禍での　自己免疫力低下　店舗収益減少　改善 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 ＩｏＴラボ　ワーク＆コニュニティサポート 古民家レンタルと貸農園でウェルネスライフを提供する 山本　文則

近畿 兵庫県 西宮市 木邑ふとん店 食生活の変化、身体に優しい食品製造販売による新分野への挑戦 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 喫茶オリーブ２ 小さな喫茶店から”ゆっくり過ごせる！スマホで簡単セルフ写真撮影スタジオへ” 日新信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社プロレシオ 3140002068390 自動車整備の技術を転用した非常用自家発電機の点検・整備事業 髙司　浩史

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ｄ．ｉｎｆｉｎｉｔｙ 9140001125996 イベント会社が仕掛ける！超アクティブ型ポータルサイト新事業への展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 新生実業株式会社 9140001008301 当社レストランメニューをベースに開発する、冷凍食品の販売事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社オシンテック 6140001111974 新テクノロジー活用でインテリジェンス力を培うリカレント教育・研究機関の設立 曽禰　雄輝
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社Ｒａｉｎｍａｎｓ 6140003013104 ネイティブ人材と日本全国の保育園・幼稚園を繋げるｗｅｂサービス事業 川井　三矢

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社いなかの窓 5140001096820 丹波篠山ファン・自社ファンを獲得するための地域特産品を扱うＥＣサイトの運営 酒井　隆馬

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社１ＷＡ 7140001114191 素麺製造屋がつくる揖保乃糸パスタ麺をメインとした城下町古民家レストランへの取組み 福井寛之

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｌｕｃｃｉ お店の味を自宅で味わえる地元老舗イタリアンの惣菜テイクアウト事業 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 栗田クッキングサロン 未病対策の為のトータルヘルスケアオンライン講座の全国展開 大平　洋平

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ミレニアムダイニング 6140001073249 障害者就労支援施設の給食業務受託による食事提供サービス事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社セキュリティ 1140001059632 大型デジタルサイネージ広告事業によるセキュリティ機器販売業からの事業再構築 河野　剛寛

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社こみわら 1140001104371 持続可能な社会を目指し、極小ロット対応の化粧品ＯＤＭ・ＯＥＭの製造所を開設し、製造業への業種転換を行います。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 Ｈｏｓｔｅｌ　Ａｃｔ コワーキングスペース及びシェアオフィス併設型ワーケーション宿泊施設 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社ＰＲＩＭＥ 3140001093464 鍼灸・接骨院特化型の広告サービス業へ新分野展開！～広告で人の健康を彩り、新たな体験と価値を～ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社リラコーポレーション 7140001112071 定食を中心としたアフターコロナに強い飲食店の出店事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ナレッジフュージョン株式会社 6140001105621 国土強靭化に資するための高度な解析技術を用いた防災・減災の取り組み 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社育榮 6140002039884 アプリ開発及び法務省認可のＴＯＰＪ実用日本語運用能力試験のＩＴ運営事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 小野市 一般社団法人産前産後ケア研究所 9140005024435 産前産後の母子のためのデイサービス等サポート事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社前田精密製作所 8140001010885 設備導入と人材育成による半導体製造装置向け精密部品製造への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 戎工業株式会社 5140001004519 燃料アンモニア向けポンプ部品の製造技術確立による事業再構築 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ワイジェイグループ 8140001065120 自動車販売業からＥＶ車を専門とするグリーン物流業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 高砂市 共栄テクノス株式会社 1140001045491 水素・天然ガス混焼ガスタービンの燃料ノズルの開発・製造への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 洲本市 スリーエムホーム兵庫株式会社 4140001116447 淡路島でトップ級の施工実績を持つ住宅販売会社が、新たに高気密・高断熱住宅の施工販売をスタートする 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 小野市 大開産業株式会社 4140001076749 資源循環型コンクリート製品の開発による環境対策事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 原田工業株式会社 2140001060812 火力発電設備工事業からバイオマス発電所のインフラ工事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加西市 株式会社中谷製作所 6140002062473 超音波Ｓｗａｇｉｎｇ製法を用いた炭素繊維強化プラスチック加工製品の量産体制の構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341 脱炭素化に向けた電動化建機部品の製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 竹内電機株式会社 2140001049797 高周波プラズマ装置によるナノ粒子製造販売事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ドレープ 1140001028521 美容師の多様な働き方を実現するシェアサロン店舗の運営 株式会社リアリゼイション

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社インフィクリエ 1140001106236 労働集約型の美術館運営請負からレンタルアート事業への業種転換 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市西区 大田産業株式会社 6140001044497 金属製筐体の設計業務への進出 藤原　功子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 六甲駅前歯科 歯科ＤＸでお口の健康を見える化する、予防歯科中心の新歯科治療の提供 中村　實

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 共栄ゴルフ工業株式会社 6140001063407 ＣＮＣ旋盤導入により「市川アイアン」存続に向けた金属加工分野への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社クリハラ 8140002030189 田園風景の中でガレットを楽しめる専門店への洋菓子店による挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＷｉｔｈＹｏｕ 1140001104132 サッカーゲーム「ｓｏｒａｒｅ」を題材とした金融・語学のデジタル教材を開発　新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 田中ブロック 最新ＣＡＤシステムを導入し、デジタル技術を生かした自社一貫体制の事業展開 株式会社ワークアシスト

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社ショウワフード 2140002066395 ウィズコロナに向けた２４時間無人冷凍餃子販売所と唐揚げ・餃子テイクアウト専門店とセントラルキッチンを併設させた店舗の設営 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ アレルギーをお持ちのご家庭の食卓を支援するパン製造事業の開始 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 尼崎市 旬ご飯千 和食も楽しめるインドアゴルフ事業で常連さんを健康おもてなし 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 尼崎市 麺やひなた 高回転の運営ノウハウを活用した内もも肉専門ステーキハウス事業 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社キ・ボン 4140001042692 手焼きおかき専門店の焙煎技術を活かし、兵庫県過疎地域にて『水洗い炭火珈琲豆』焙煎・販売の新規事業へ参入。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社アミユズ 8140001124710 現場ノウハウを製造に活かし、地元地域の産業安定化に貢献挑戦！ 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 丹波市 大伸急行有限会社 7140002034546 物流センター開設及び北近畿の『エリア別共同配送システム』構築による新分野展開事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ウオハシ 7140001045296 リノベーション住宅販売のために、無人型セルフモデルハウスを活用する計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社吉住工務店 6140001041387 変化する生活様式に対応したマンションリノベーション事業による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アンドワークス 2140001037331 部品加工の高精度化・高効率化による医療ロボット分野への進出 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社長尾工作所 6140001017750 環境への負荷が少ない電動シリンダ用長尺ボールねじ製造への参入 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社難波工業 3140001103966 ３０００件以上の実績を誇る熱絶縁工事のプロの、配管用保温断熱ジャケット開発・製造 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 仲バーべキュー園 観光農園「仲しい茸園」の人気メニューを活用した椎茸加工品製造への事業展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ドゥーワークス 9140002067148 衣料品の商品企画・卸売業から自社工場設立による縫製業への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｓ 3140001101573 宝塚市で地域に根差したフットサル施設が、女性向けスタジオレッスン事業をスタート 近畿産業信用組合

近畿 兵庫県 西宮市 鮨千 コロナ時代に適応した小規模で換気環境の整った串揚げ店への挑戦 柴原　重太

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社平山機工 6140001108764 横中ぐりフライス盤の導入による大型機械部品製造への新規参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社トクラ 3140001044120 Ｂ　ｔｏ　Ｃ業態への飛躍的進出！ＳＤＧｓ対応型コインランドリー事業 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 都クリニック 早期発見・早期治療を地域で実現するため、ＣＴ・電子カルテの導入でＤＸを推進する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ｍｉｕｌａｎｄ株式会社 2140001112761 駅近の立地における冷凍ラーメンテイクアウト専門無人店舗の経営 株式会社マネジメントオフィスいまむら

近畿 兵庫県 神戸市長田区 菱華石油サービス株式会社 8140001017096 自動車の軽鈑金修理から重鈑金修理への転換と顧客拡大を目指す計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社駒田プレカット 9140001058882 プレカット事業で培ったノウハウを活かし長尺物等の木材に特化した運送事業へ業種転換 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社Ｊａｙ　Ｊａｙ　Ｊａｐａｎ 2140001092203 ウィズコロナに対応した販売体制再構築のためオンライン接客等の新サービス開始 中村　清悟

近畿 兵庫県 南あわじ市 アーバンクリエイト株式会社 4140001085964 土木経験を活かし、既存の測量業とシナジー効果のある土木業へ新分野展開 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 湊商事株式会社 8140001011165 豆類の老舗取扱業者による、健康にも地球にも優しい豆類製品の製造計画 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 姫路市網干区 株式会社きぬや 4140001062749 きものに合った美しさを！エイジングケアに特化した美容サロンの新展開 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ワイベック 6140002022015 レーシング部新開発ベルト開発と製造設備導入並びに生産性向上 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社マシェリー 2140002036687 地域の皆様のためのトータルビューティーサロンへ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 ＮＥＸＴ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 9140001117688 ＳＮＳ・ブロックチェーン・データ分析に特化した人財マッチングサイト構築 富岡　淳

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社八木電子工業 5140002066137 基板実装の技術を活かしウェアラブル医療機器分野へ進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 有限会社スガタ 3140002033510 多様な生活スタイルに応える美味しいベーカリー事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社糸乗建設 8140002046680 ドローン空撮画像を提供するドローンサービス・土木建設業へ飛躍 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社協和 4140001063409 高圧エンジンコンプレッサーを使いさく井掘削工事業で事業再構築 堀田　幸男

近畿 兵庫県 加古川市 セイテック 近江牛を使った「かつめし」「焼肉」の提供と「精肉」の販売 株式会社アークス

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社蔦製作所 6140001103963 内面研削加工と製造ライン再構築による新型部品の安定供給 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 株式会社熊田工作所 7140001120140 生活家電事業から農業機械事業への進出による新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 南あわじ市 全淡建設株式会社 7140001085631 出張破砕サービス開始による建設廃棄物リサイクル事業の業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＮＥＸＴ 5120001181467 毎晩のメニューで困るあなたに！肉と野菜をご提案する専門店「８３１２９」運営事業計画 益塚　友和

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社大塚製作所 8140001063363 自動車内燃機関の部品製造からＦＡ関連部品製造への進出による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 沖中産業株式会社 1140001076611 カーボンニュートラルに向けたＣＯ２を排出しないエネルギーの運搬・保管を担う圧力タンクの生産 播州信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 接骨鍼灸院たいよう堂 障害児童の受け皿になる放課後等デイサービス開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社コルム 6140001086903 使用済電線被覆を原料とする再生ペレット製造業に挑戦 近畿産業信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｇ－ＳＴＡＲＴ株式会社 6140001108657 地域に根ざしたパン屋が、新商品開発と販路多角化を進め、県内トップの総合ベーカリーへ挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社クープ 3140001055902 コロナに負けるな！！ＳＤＧｓ・雇用維持と拡大を図り、オリジナルブランド立ち上げ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社新高テック 5140001084949 アルミニウム加工の内製化と先端デジタル技術の活用による全体最適化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸スタンダード石油株式会社 9140001011998 ガソリンスタンド運営の経験を活かして、専門的なカーコーティング事業を新規展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 兵庫県 尼崎市 秀歯技研 ＤＸ化によるＣＡＤ／ＣＡＭ冠加工への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社エイテイズ 8140001047845 ＥＣ販売を展開し、ポストコロナ型のオーダーメイド可能なスポーツウェア店に 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市勝原区 有限会社福井造園 8140002050550 園芸ギャラリーを設置し、小売業・サービス業への進出を図る 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂市 福田産婦人科麻酔科 最新のＩＴ技術及び医療技術を駆使し女性に寄り添う婦人科・形成外科の新設 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社川上食品 2140001110261 ＥＣサイト・テイクアウトを活用した高級洋菓子の非対面販売 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 ＹＧＮ商事株式会社 2140001086122 不動産業から淡路島で貸別荘事業に参入する計画 株式会社みなと銀行
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近畿 兵庫県 宝塚市 ＷＯＲＬＤ　ＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 1140001114973 十割蕎麦店の店舗経営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 小倉印刷株式会社 7140001065427 データ処理ノウハウを活かした可変データ印刷ＤＭ専用一貫生産ライン構築 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 オクタス株式会社 5140001086821 淡路島でゲストハウスを運営し、自社の営業を革新する地域活性化事業を展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社名産神戸肉旭屋 7140001045734 自動販売機によるこだわりの冷凍食品販売事業 冨松　誠

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社牛尾啓三アトリエ 4140002052947 アート空間のリフレッシュ事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＡＪＡＶＡＡ 9140001113290 インバウンド復旧に向けた訪日外国人に対する旅館予約サービス事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸国際医療サポート株式会社 5140001106562 中国人顧客への美容商品越境ＥＣサイト運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ルート 6140001024243 ＣＢＴ構築事業 畠田　孝子

近畿 兵庫県 加西市 ハリマ紙器印刷工業株式会社 7140001076408 自社キャラクターを育成し、新たな事業柱を構築する。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ＡＲ　ＪＡＰＡＮ 4140002038649 カスタムペイント技術を活用したオートバイのレストア事業への転換 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 山中裕貴 和太鼓×オンライン配信が出来るスタジオ運営・楽器レンタル事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 籔淵建設株式会社 6140001085343 バケット型回転ふるい機付ＩＣＴ建機導入による残土処分場有効活用事業 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ａｉ　ＴＲＡＤＩＮＧ 9140001042176 淡路島でプラダーウィリー症候群の方に特化したグループホームの運営 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 宍粟市 居垣興業株式会社 3140001038948 宍粟市のクレーン工事企業が新たにフィットネスジムを展開し、地域貢献を果たす事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 黄菊精肉店 ウィズコロナに対応した、老舗精肉店の炭火焼き豚ＥＣサイトの創出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社うつみ商会 4140001105623 老舗食品加工業が挑む、地域貢献型スケートパークへの新事業展開！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社イーアールシティーズ 1140001022350 マイクロツーリズム志向における日帰り温浴施設の事業展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社光伸 4140001080981 淡路島の遊休地活用によるグランピング高級リゾート宿泊施設運営業への挑戦 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社虎や 3140001069613 オンライン化で生活困窮者の物件探し支援する地域密着不動産仲介 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社信和建物 4140001071295 全国初！家を知る解体屋が挑む、空き家をベストな「次」へ導く新しいシステムの事業化 長谷川　浩之

近畿 兵庫県 加西市 株式会社小西鉄工 4140001076253 新分野参入に必要な倉庫建築と洗浄機を導入する事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 加東市 株式会社宮下木材 7140001075129 国産広葉樹資源の内装材・マテリアル利用を通じた新分野展開 株式会社ピースマネジメント

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社大浦ミート 6140001042633 ２４時間営業の無人店舗の商品販売によって小売事業を再構築する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 山中鉄工株式会社 4140001062765 シャフト部品に必要な金属丸棒製造による持続的社会発展への貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ライフコア 7140001085870 『保険ＤＸ』システム販売により保険代理店業界のイノベーションを推進 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＮＲＤ研究所 オール電化厨房を用いた移動式レストランの運営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 エビス．ＪＤ株式会社 3140001105236 既存店の感染対策強化及び本格炭火焼き鳥店開業による再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社大藤工務店 6140002045346 コロナ影響を受け難い一棟貸しで簡易宿所業に進出する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 合同会社ＮＥＸＴ　ＴＯＮＥ 8140003017012 業界１５年の経験を活かし、試し弾き可能なヴィンテージギター販売に本格参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社Ｄ－ライト 9140001096949 インドアゴルフ練習場とレストラン等の複合施設による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 一宮精工株式会社 5140001038946 大型部品の製造開始により、省エネ発電方式の普及促進に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社建工１０１ 3140001091567 近畿圏初！ＤＩＹ体験型カフェの展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 伊藤農機株式会社 3140001038279 農業機械と中古車の販売で農業発展と交通課題解決に寄与する事業 松尾　健治

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社合食 3140001012993 独自の連続過熱蒸気オーブンによる洋風魚介チルド総菜での新市場開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 Ｃｏｎｆｏｒｔ・Ｏｆｆｉｃｅ ランチを中心に提供するカフェを、弊社所有地に木造戸建て店舗として新築計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社山中商会 2140001033157 指定工場となり、車検証の電子化に対応した車両の点検整備事業に業態転換する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社向喜精工 5140001080898 金属加工製造業者の精密歯車部品の生産・販売による事業再構築 尼崎信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社ヤスダ 3140001018891 体験型ショールームの展開で、畳の潜在需要を掘り起こす新たな販売に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社ＮＡＭＡＳＴＥ　ＢＯＵＥＫＩ 6140001065980 インド・ネパール食材の冷凍食品販売で新分野開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西脇市 春日倉庫株式会社 4140001075404 繊維物流倉庫から自動化ワンストップ物流拠点への事業転換 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 三田市 Ｅａｒｔｈｉｎｋ株式会社 6140001067317 需要が高まっている電解水生成装置の販売事業に進出する事業計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 一般社団法人すまいの未来研究機構 9140005022430 空き家活用をテーマとしたコワーキングサロンの新設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市北区 プーロ 本場神戸の人気洋菓子店が独自の「半生菓子」を開発し、全国展開 藤村　正弘

近畿 兵庫県 西宮市 大喜建設株式会社 4140001069273 沖縄に於ける４室のみのプライベートヴィラ（ホテル）の建築と運営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社梶原鉄工所 8140001058297 高性能バグフィルタ集塵機の製造技術確立による事業再構築 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 小野市 稲垣建材産業株式会社 4140001076583 残コンを利用して製造する再生砕石「ＲＣ４０」の製造販売に係る新分野展開 嶋田　景太

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社島津 4140002066963 ウィズコロナのニーズと衛生面に配慮したユニット組立加工事業の創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 新冷工業株式会社 8140001013302 ファイバーレーザ溶接システムの導入による食品機械分野への進出 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＲＯＡ 8140001115263 障害者の雇用定着率を促進するための就労訓練及び実務場所の提供 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エムプラン 4140001020392 ステーショナリー事業ノウハウを活用したお菓子用パッケージ製造業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 加西市 有限会社藤原鉄工所 3140002062451 複雑形状部品の短納期製造体制構築による新分野への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＦＩＣ 9140001122325 精密減速機用部品の高精度加工と要求量を実現させる事業再構築 大橋　忠司

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社プラス 6120001214523 既存事業の強みを活かしたガレージハウス事業への挑戦 徃西　弘恭

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社テック宝角 9140001060153 放射光研究施設向け消耗部品提供により研究開発の促進に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 南あわじ市 小林水産 寿司屋の新名物！生シラス醤油漬けの開発と新規販路開拓 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社フランジュール 9140001031674 既存事業の強みを生かしたカルチャースクール事業等への新分野展開 井上　陽介

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社よしお 8140001056152 地域事業者と連携して提供する「こだわりのフォトウエディング」 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社こやま園 7140002034835 自社工場で一貫した製造体制を構築することでペット市場へ本格参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 山本パッケージ株式会社 8140001062150 ＥＣ販売用の農作物向けオリジナルダンボールの生産体制構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社三上工作所 2140001011105 個人住宅等を対象として総合住宅サービス（リフォーム等）へと事業変革 税理士法人宮本事務所

近畿 兵庫県 西脇市 西脇化成株式会社 2140001075777 鉄板焼きからカフェレストランへ。コロナ時代を経て家族や友人が集まれる新しい飲食店様式に挑戦。します。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ルコシュレ シェアキッチン「こしゅれ食堂」の店舗運営および料理人開業支援 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 田靡製麵株式会社 6140001060016 乾麺を食べて健康促進！栄養補助食品の製造へ進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 グッドフェローズ株式会社 7140003008532 障がい者・高齢者・児童などすべての人が共に助け合いわくわくできる地域コミュニティ																 株式会社エモーサル

近畿 兵庫県 高砂市 協和興業株式会社 2140001044006 高級輸入中古車販売業で顧客第一主義を実現する業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 三和鋼業株式会社 5140001049035 自社ノウハウを生かした大型移動上屋台車の製造販売 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 明石市 株式会社コプロ 7140001037368 歯科技工技術を活用したオーダーメイドネイルチップ製造の事業化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社西宮北自動車 1140002057379 車検の完全内製化による生産性向上とエーミング作業への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社爽美館 6140001121370 整骨院・整体院が運営する２４時間営業のスポーツジム運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 相生市 株式会社竹田重工所 1140001039865 高精度技術で関西圏高層ビル建設ラッシュを底支え、建築用重量鉄骨製造事業への業態転換計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 五恩株式会社 9140001033225 美容室と育児中のママ世代をつなぐ「訪問美容プラットフォーム」立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｏｎｅ 9140001095166 靴の輸入販売業から焼肉店経営に新分野展開する計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社矢野興業 9140002032052 建設残土をリサイクルする残土処分場で循環型建設業へ変革 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 たつの市 井河原産業株式会社 4140001038600 水素やアンモニアを用いた発電機部品製造でカーボンニュートラル技術を革新 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社東洋コンテナ商事 4140001090378 コンテナ製造から「トレーラ・トレーラーハウス」製造への挑戦 柴田　壽徹

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ジャパンビットシステム 1140001093813 廃棄される電子基板から金やレアメタルを抽出するリサイクル業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 ＡＲＡＴＡＫＡ　ＳＴＡＲ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 6140001113558 孤独な高齢者の生活を明るい暮らしに変革する「本屋」と遺言や自伝を本にする「出版」のハイブリット事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社スパーク 7140001111668 「リアリティを追求したＶＲ住宅展示場システム」開発による増収計画 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 メット株式会社 4120901021566 エリア初！『窓・ドアリフォーム専門店』ショールームオープン！ 松井　洋治

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アイジュノン株式会社 3140001101251 高齢者施設及び富裕層向け日常食を提供する新しい宅食サービス 中村　佳央

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 有限会社アリノベ 6140002061533 地方の活性化！新分野の複合施設によるグリーン成長戦略事業 藤丘　有紀

近畿 兵庫県 神戸市西区 こうだ歯科クリニック デジタル技術をフル活用した歯科技工所併設による歯科医療経営のＤＸ 森　克已

近畿 兵庫県 尼崎市 エアグランデ株式会社 2140001053766 複数の物販事業主を総合支援する統合型本部事業 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 森下工房株式会社 2140001061967 格納ベッド付パーソナルブース等新商品をＥＣサイトで販売する新市場開拓型事業 姫路信用金庫
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＵＭＡ－ＬＡ テキーラ専門店発祥。メキシコ料理店を開業し、神戸の街にメキシコ料理のブームを起こす。 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 永田醸造機械株式会社 1140001002146 省人化や安全性を図る仕込みタンクの自動洗浄装置の製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 朝日興業株式会社 6140001005920 貸切サウナを完備したエストニア発北欧デザインの温浴施設運営への新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社シブタニ 1140001042943 ステンレス・銅の切断加工が可能となることによる事業再構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社土田商事 1140001041185 中小企業向けデジタル化のワンストップ・伴走型支援サービスの提供 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ニッシン 6140001081862 真空プラズマを用いた粉体処理装置販売に関する事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 姫路市 千代田金属工業株式会社 5140001060066 新たな分野となる輸送用機械器具の製造への進出 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 ＴＡＫＴ 自動車販売で蓄積した顧客と整備技術を生かし新たに整備事業を手掛ける。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 中央港運株式会社 2140001009306 和歌山県日高港バイオマス発電燃料供給事業計画 日本経営ウィル税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社レストランドリーム 8140001046186 感染症対策を徹底し地元播磨ジビエを活用した囲炉裏居酒屋事業の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社さかもと生花園 7140002048694 花の癒し効果ＭＡＸ！コミュニティーの中核となるお花の教室開設 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社住宅工作 5140001121553 地域イノベーションを目的としたワークショップスペース「ＫＯＪＩＮ　ＬＡＢ」の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 菊川建材株式会社 6140001117600 オーガニック培養土による家庭菜園・ガーデニング市場での事業拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 芝崎機械株式会社 1140001094506 工事現場には必要不可欠な敷き鉄板の修理を行う事業 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 明石市 朝日アルミニウム株式会社 6140001034481 感染リスクを抑えた製造方法の導入で付加価値の高い部品市場へ参入 株式会社フィールドマネジメント

近畿 兵庫県 姫路市 松尾印刷株式会社 8140001061623 印刷請負を脱却、販促ＰＯＰの制作、販売の全国展開による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＯＣ 1140001124485 「しんちゃんのお肉屋さん」による卸売・小売業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エスアール 9140001093987 中播磨地区の建設副産物受入施設とリサイクル事業の開設 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 壱丸創建株式会社 2140001109980 ショールームとしても活用できるバケーションレンタル（貸別荘）事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 吞八 キャッシュレス冷凍自動販売機を活用した小売業への参入 岡本　理博

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ふくわ 9140001088888 古民家を改修した見守り高齢者向けシェアハウス事業の新展開 小川　裕右

近畿 兵庫県 西宮市 エンドライブ株式会社 5122001031593 飲食から非常用発電機負荷試験事業に業種転換によるＶ字回復計画 黒川　敦史

近畿 兵庫県 たつの市 大谷株式会社 5140002033541 障害児向け通所型福祉サービス事業への新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社人と音色 9140001121252 発達障害のある子供向け教室の「コミュニケーション支援」事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社まいらいふ 1140002021293 陶板浴施設で心身の健康を明るい社会を創ります！ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加西市 有限会社キヨシン 7140002062308 ユーザーの声を反映した獣害防止ネットの準直販事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社資産評価センター 4140001104179 登記・課税台帳連携システム開発による新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社ハッピーエルダー 7140002022245 研修後も日本で安心して生活・仕事ができる環境を作っていく外国人研修センター 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社河野クレーン 7140001058744 町のクレーン屋から飛躍し、大型クレーン事業へ進出 税理士法人掛橋会計事務所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ゲストハウス 1140001021047 ペット飼育問題解消！好立地ビジネスホテル併設型ペットホテル＆サロンから生まれる新たなペット旅行の形 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社清原製作所 1140001101749 取引拡大や従業員雇用に悩む地元企業の広報活動支援事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 福伸電機株式会社 5140001063589 シートベルトプリテンショナー用部品製造への新規参入のための高速冷間鍛造ラインの構築 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ニチジン 6120001086376 古民家の改装による貸しスペース業への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社キリンコーポレーション 7140002020414 働き方および生活様式の変化に伴う一時使用空間の構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社リビングオーガニックス 9140001103119 コロナで拡大する美容健康需要を獲得！オーガニック専門店への業態転換。 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 源気山畜産株式会社 6140001034820 国産回帰ニーズに応える国産精肉加工の新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社エスアンドシー 6140001026974 新型マシニングセンター導入による電気自動車用部品の量産体制構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神港通商 7140001042285 プロマート業務用食品スーパーＦＣ店の運営 播州信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 大はま 淡路島の古民家を再生利用し現在営む料理屋の料理を提供する１棟貸宿泊業へ 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社福井工業 4140001070157 パワートング機能の導入により作業効率を高め、公共性の高い観測井工事へ新分野展開する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社グロースターズ 8140001097452 神戸の酒を世界に～神戸の資源を用い世界に神戸ブランドを発信する蒸溜所 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社金栄商事 3140001094677 アウトドアが盛んな三田市でグランピング設備販売事業を展開する 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 株式会社フルートフル 4140001080998 学習塾のノウハウを活かしリアルとオンラインを融合した子供向けプログラミング教室 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 2140001076528 縁の下の力持ち「播州織」元工場が挑む、全く新しいＳＰＡへの転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 三田市 鉄板ごぶりん セミパーソナルジム事業への新分野展開 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｓ・Ｍ・Ｃ 3140001082640 自動物産展による商店街 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 原田鮮魚株式会社 7140001075797 鮮魚の卸売専門会社から新鮮な魚を自社加工する総菜事業への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 株式会社織戸組 9140001095546 浜坂の魅力を本気で感じてもらえる宿 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社マリン神戸 7140001037095 製品の高精度化と複雑形状化に対応するための高度加工技術確立による事業再建 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ソプラ・クリエーション 2140001089645 受託３次元測定・モデリング事業分野での新分野展開 加古川商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 星の果実園 淡路島産苺を主とした収穫～お菓子作りまで楽しめる農業・菓子製造体験型観光施設の開設 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社アクト 7140001038928 ＥＶ・ＨＶ車用駆動用リチウムイオンバッテリーの再利用及び、資源循環利用 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡香美町村 青い鳥有限会社 4140002046866 スキー産業依存型経営からの脱却を目指し、　フィンランド式サウナで年間を通した集客を図る新規事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社淡路島ほっこりファーム 4140001118377 自然と対話ができる家族向けキャンプ場 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 日航日本語学校株式会社 8140001101049 多文化共生社会の実現に不可欠な日本語教育を介護の世界に！ 瀬崎　昌彦

近畿 兵庫県 明石市 株式会社侑羽ロジスティクス 6140001104895 運送業者がインタンク設置による新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社スカイハッツ 6140001100011 調剤薬局事業から新たに整骨院事業参入による地域貢献と事業拡大 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社齊藤製作所 5140001058985 塗装工程内製化によるアンモニア発電分野への新展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 情報セキュリティ株式会社 2200001030924 セキュリティの専門ノウハウを活用した「サイバートレーニングサービス」の立上げ マジェステ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社神戸ファインフーズ 2140001114188 地域の和牛セントラルキッチンを目指した精肉卸売及び小売事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｌｉｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 8140001026667 ＢｔｏＢに対するバーチャルモデルルームの賃貸事業 中田　孝成

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社モリ 6140001063662 ＩｏＴ化＆木造古民家リノベーションで住みたい街づくりに挑戦 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社トウバン 7140001013682 兵庫の特産酒米『山田錦』の生産者特定酒米を卸売する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 きはら呉服店 日本茶カフェのある呉服店～和の心でおもてなし～ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｓｋｉｌｌ 6140001067242 点字機器・ソフト導入による点字看板製作事業開拓 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＫＨ 9140001112152 不動産管理事業のＤＸ化、新規事業「Ｗｅｂマーケティング事業」の新分野展開 株式会社セームページ

近畿 兵庫県 丹波市 鴨庄酒造株式会社 1140001041004 旧時代的「桶売り」造り酒屋から純米オンリーの清酒「小売り」酒屋への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋軒株式会社 2140001000074 町の精肉店・お肉屋さんから、冷凍調理食品製造業への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社クレアプラス 9140001088558 自社管理物件を活用したメンズ脱毛サロン開業での新分野展開 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｓｔｙｌｅ　Ａｇｅｎｔ 5140001031901 「ライブコマース」を活用した新時代の接客ビジネスへの挑戦 赤嶺　順也

近畿 兵庫県 豊岡市 ＴＳＰＣ株式会社 2140001113388 シニアを元気にするサブスクリプションプラットフォーム 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社早木電機 5140001046668 自前技術の活用と新たな製造方法の導入による「高温度耐性サーミスタチップ」の製造販売、新市場へ挑戦。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社サウスフーズ 7140002023004 「炭火焼肉弁当」「肉寿司」「肉惣菜」を調理販売・配達・通販で販売提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ネクサスクリエーション 1140001109651 ＤＸ対応最先端ショップ新設による未来の「ゴルフのまち」創造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 プレテック株式会社 1140001002435 ＥＶ車開発における金型市場に向けた新規金型事業計画 白石　裕之 三菱電機クレジット㈱

近畿 兵庫県 川西市 合同会社ＣｏＣｏあん 7140003012154 パーソナルトレーニングと腸活をもっと身近に！身体活動促進事業の展開 藤本　晃

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社トラストフードサービス 7140001030315 見た目と味に拘ったチョコレートブランド「ＴＲＡＶＥＲＳＥＥ」の立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社大西工務店 3140002035399 「もみの木」の良さを徹底的にアピールする「もみの木オーダー家具　」の販売 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市灘区 福々 新スタイルの豚まん及びパンの販売と各地特産品等を活かした商品をキッチンカーで販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 パル株式会社 8140001054569 尼崎市で初めて身体障がい者の方に特化したグループホームを設立 税理士法人ＨＹＫ

近畿 兵庫県 姫路市勝原区 アートインベストメント合同会社 2140003016358 産業用水中ドローンを用いた水中探査・動画撮影事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 宍粟市 有限会社クマノ 7140002033259 店舗向け家具の個別受注生産方式から見込み生産方式への業態転換 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社ＫＡＩＨＡＴＵ 1140001039386 コンパクト残土リサイクルプラントによる残土リサイクル事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 恭真建設株式会社 7140001106395 重機等の運搬に特化した運送事業サービス新展開 長田　孝道
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近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社トリ・エス 3140001111333 クライオポンプユニットの点検サービス事業を通じた、半導体製造業界への参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社リガレッセ 5140001106991 介護現場の声を基に、看護師が国産有機ハーブでハーブティーとケア用品を開発・販売 大槻　直志

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＫＡＲＰＯＳ 7140001105975 ドローン・ＦＰＶドローンを活用した映像撮影・動画制作事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 サンアロイ工業株式会社 1140001063444 ＥＶ市場向け大型金型の超硬合金化事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社カタドル 1140001120039 高齢者層へ向けた革新的な高級パン提供による事業再構築事業 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社マス久本店 8140001046293 １００％ジュースより美味しいジュースの販売、新提案スイーツの販売 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社紅屋 5140001010756 地域商店街を世界へ！　ライブコマースプラットフォーム事業の立ち上げ 浅田　章大

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社Ａｎｇｅｌｉｃｅ 5140001123855 新たに冷凍健康スイーツ等を開発・製造し卸・ＥＣ市場に参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プライムエステート 9140001033373 コロナ禍に対応する非対面型不動産ＣｔｏＣプラットフォームの新規構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　－　ｈｉｒｏ 食事管理を最大限サポート！楽しく食べながら健康になれる飲食店のオープン 森下　陽子

近畿 奈良県 橿原市 豊田真珠株式会社 2150001010758 長期滞在型宿泊施設開業によるアドベンチャーリズムへの参入 田中　敬人

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社日伸 6150001015324 基礎型枠用スモールメッシュラスの自動生産体制の構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 高市郡明日香村 株式会社ヨネカワ 5150001011927 太陽光発電のプロによる地域密着美容エステサロン事業で売上の回復を図る 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 株式会社一真鋲螺 4150001012372 自動車業界への新規参入に向けたトラックボディ用部品の量産体制の構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 大和エレテック．株式会社 6150001014854 ペルチェ製品の製造に取組み、確実な収益とリスク耐性を獲得する 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 たにや整骨院 往療で地域に密着、療具による治療で患者の心と体のケアを図る 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社大和エアープロモーション 5150001023088 産業用ドローンによりカラスの不安感を煽り忌避する鳥害対策事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 大和高田市 大和企画 廃プラスチックを活用した循環型新商品開発による新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社エクラシア 9150001020619 エステ技術を活かしたリーズナブルかつ安心安全な発毛事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 ビューティーエクラ ＬＰとＬＩＮＥを活用した自宅サロン等開業プロデュース事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 東辻化成工業所 石灰石を用いた代替プラスチック事業への新分野展開進出による独自性の創出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市 オリエンタルシューズ株式会社 3150001005617 お客様に合った最高の靴を提供できるファクトリーショップの開設事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社楽習舎 1150001017614 個人の有料コンテンツ流通を可能にするワードプレスプラグイン開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 旬彩かづ 環境に優しい、健康志向のラーメン店「ハモＴＯトリ」の新規展開 中村　誠

近畿 奈良県 生駒市 ジパング ポストコロナ時代に向けたリトリート宿泊事業 上田　行洋

近畿 奈良県 橿原市 ａ・エル株式会社 7150001011677 通所介護（リハビリ特化型）の運営で培った経験・知見を活かしてリハビリ・訓練機器の開発から製造販売までを行う新分野展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 にこちゃん堂 多種多様な目的に利用可能な二階屋根裏の貸しスペース事業 中村　誠

近畿 奈良県 御所市 天狗印株式会社 1150001015221 地場産品履物業者の挑戦！体と心を癒すリフレクソロジーラボ開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ＩｍｐａｃＴ 8150001020859 エステティックサロン業への新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市 ｐａｉｎ　ｄ’ｅ　ｃｕｉｓｓｏｎ フランスの文化アペリティフ（アペロ）を大和郡山に 中村　誠

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 旭ソックス株式会社 3150001012282 新製品で新たな販売戦略（Ｄ２Ｃ）を構築し販売促進と事業継承の実現 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 シフォン 海ない県で県内初の海鮮丼テイクアウト専門店を運営する新規事業へ挑戦 税理士法人銀河

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 松井ニット株式会社 4150001011317 ニットブランド創生とＥＣ展開によるニットＯＥＭ下請けからの転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 ハスキーベースボール 「業界初」野球教室から家族で受け放題、総合習業い事スクールへ事業転換 京都信用金庫

近畿 奈良県 天理市 一般社団法人文化財科学研究センター 5150005008597 文化財を傷つけずに歴史がよみがえる非破壊分析 税理士法人あおば

近畿 奈良県 桜井市 株式会社スローライズ 5150001018220 自然あふれる里山野外レストランで本格ナポリピザを提供する新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡天川村 ｕｔｉｔｏｃｏｎｏ 地域資源を活用したクラフトコーラと清涼飲料水製造ＯＥＭ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 水本化学工業 高齢者の事故防止に貢献する、介護補助プラスチック分野への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ますだ 7150001005191 生駒市初！和文化継承の多目的レンタルスペースによる新事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 松籟　和ノ雫 コロナ禍以降の奈良県観光・飲食産業の発展に寄与する新規特産物推進事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 ゲストハウス　ＰＯＳＴ　ＩＮＮ 奈良の秘境から全国へ！自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 有限会社メイコウ 4150002008618 日本人の心の故郷で身も心も健康に、奥明日香でのバケーションレンタル事業への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社飯塚製作所 2150001012333 電動自動車部品市場への新分野展開 Ｋ＆Ｐ税理士法人

近畿 奈良県 五條市 有限会社大一建設 5150002011100 新たな土地取引業務の開始による地方活性化に資する新分野展開 金田　紘典

近畿 奈良県 香芝市 喜ＭＡＭＡ屋 ミセスコンテストとエステサロン 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 割烹桝谷 牛タンのテイクアウト・秘伝のお出汁の通販で売上回復 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 ＦＩＴソリューション株式会社 6120001126017 システム請負業務より脱却し、クラウド型介護パッケージを開発販売、ＤＸ推進により総合システム開発企業へ転換 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 株式会社エール 7150001018870 美容院による美容に関する医療クリニック業への進出 山本　文則

近畿 奈良県 奈良市 ダイワ工業株式会社 4150001018601 業界初！閉塞鋼管杭専門のメンテナンスによるリユース事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 ナカヤマ機械株式会社 1150001015551 地域を守る！農薬散布と災害対応のためのドローンの販売・点検・修理事業 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 ナカセ工業 最新の工作機械導入を通じた超電導リニアのシールドトンネル工事への参入事業 仲下聖治

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 日本ワイドクロス株式会社 2150001013216 織物技術を活用したメッシュシート原反の製造による建築分野への進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ダイイチ印刷 6122002002898 手帳本文印刷からＵＶ印刷＋デジタル技術で抗菌加工印刷物市場へ進出 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡安堵町 株式会社アリオン 3150001006879 ＩＣＴを活用した森林保全調査への新分野展開を通じた地域イノベーションの推進 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 葛城市 株式会社あけぼのパン 5150001014673 給食の製造技術を活かした懐かしくて美味しい災害食の開発・販売 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 有限会社天平フーズ 2150002001178 修学旅行向けレストランから法事総合サービス提供への転換事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＩＣＡＲＯ 世界一のピッツァ職人が作る冷凍グルテンフリー・ウィートフリー製品の製造販売業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ビー・オー・スリー ＮＣルーターの導入によるフェノール樹脂製品の開発と新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社アドヴァンス 1150001009677 革新的開発プロセスの導入により自社製ＳａａＳソフトの開発リーダへ 中村　誠

近畿 奈良県 宇陀郡御杖村 株式会社山田土木 5150001010012 カフェ事業やロッジの貸出、ペレット材の製造・販売を通じた地域活性化事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ウエニシオート 8150002000240 出張サービスカーを使用した出張タイヤ交換・販売 中村　誠

近畿 奈良県 奈良市 焼肉ほへと 高校・大学部活動生向けに良質なお肉を中心としたケータリング＆宅配弁当サービス 島本　昌一

近畿 奈良県 奈良市 株式会社夢窓庵 7150001022195 ７年ミシュラン２つ星！老舗料亭が食べ放題店と仕出弁当の新指市場に参入 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社テクノハギハラ 3150001005922 新たな生産ライン構築による自動・電動建設機械業界への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 株式会社ツキエス 2150001006491 遺伝子分析を活用したオンラインヘルスケアサポート事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 季節料理　翁 干物を店舗販売・通販する新分野に展開し売上をＶ字回復する 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社菱豊フリーズシステムズ 4150001004527 細胞を壊さない凍結技術を活用した医療向け凍結機製造販売計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＮＯＲＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ 2150001023578 大和西大寺駅開発に伴う駅ナカ店舗出店 吉尾　正巳

近畿 奈良県 橿原市 株式会社都市企画設計コンサルタント 8150001010752 常盤町開発プロジェクトへの参画による事業多角化への挑戦！ 株式会社アサユナイト

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 株式会社大和 2150001018446 ボトル型宅配水の訪問販売から浄水型サーバーのレンタル事業計画 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 芳明工業 中小型部品のバランス取り加工によるＥＶ・医療機器分野等への新規参入 大和信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 株式会社南都衛材製作所 5150001010796 吸収サニタリーショーツの開発および医薬部外品製造工場の許可を取得し新市場へ参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 奈良県 橿原市 小西シャーリング工業株式会社 2150001010493 シャーリング事業から鉄骨接合部品製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ＭＳＴコーポレーション 1150001004752 ロボットシステム向けの新たな共通部品の開発・製造による事業再構築 株式会社三井住友銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ポータルサポート 3150002002423 ＥＣ事業からＤＭ関連事業に新展開し、事業シナジーを強みに構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 吉野製材工業協同組合 4150005007253 吉野材の「卸売」から「製造小売」への事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社サカガミ 7150001016222 グリーン成長戦略を支えるパワー半導体製造装置分野への進出 岸　克行

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ロマン倶楽部 3150001008537 高齢社会を支えるＩｏＴ・ＡＩを活用したヘルスケア新規事業への展開 株式会社りそな銀行

近畿 奈良県 奈良市 協同組合ウェル国際技能協力センター 1150005001052 即戦力海外介護人材の教育と国内介護事業者とのマッチングを行うサービス事業 株式会社りそな銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ＣＡＲ　ＨＥＡＲＴ 1150001018488 中古車販売８１９件の実績と整備士資格を活かしての自動車整備業への進出 奈良信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 横山化成株式会社 3150001007225 高精度加工技術を活かした新素材による新製品開発および新市場進出 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 生駒市 工房彩家 伝統技術を生かした古民家モデルハウスによるリノベーションデザイン計画 森藤　啓治郎

近畿 奈良県 葛城市 株式会社中造園 8150001014183 造園（土木）事業から、新たに古民家リフォーム（建築）事業への参入チェレンジ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社アメイズ 6150001019218 連続ルート案内・及びルート案内共有に　特化した地図アプリ開発 大和信用金庫
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近畿 奈良県 吉野郡吉野町 ふじさん整骨院 療術業から介護事業への業種転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社はたご 6150001023616 厳選したカカオを使いテイクアウト・通販を主軸とするチョコレートスイーツ専門店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 橿原市 株式会社タケガミ電気水道 2150001022225 施工付き電化製品レンタル、サブスクサービスの新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市 ヘアーサロンアフロ 理容業の剃毛技術を活用した無痛脱毛サービスの提供 升谷道教

近畿 奈良県 橿原市 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 顧客志向の自社ブランド新製品を、ＥＣを活用し新市場を開拓する。 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 有限会社夢ｋｉｔｃｈｅｎ 1150002008455 「奈良カヌレ」の販売事業およびＥＣ通販事業への参入 延島　隆裕

近畿 奈良県 奈良市 株式会社松林堂 1150001001056 古都奈良の筆文化に触れ合える、通所型障害者生活介護事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡十津川村 フェレリ合同会社 2150003001912 独自デザインの樹上個室設備設置による滞在型施設への新サービス開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀市 ドリームフォース株式会社 2150001018462 オートクレーブ成形機導入による新分野への転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社きんき 1120001012147 北海道産木材を使用した洋樽製造事業への新規事業展開～林業活性化への取り組み及び日本洋酒文化の向上～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 奈良県 桜井市 吉田製材株式会社 6150001009615 ウイルス除去作業及び家具や木材部材に消毒液を塗布する消毒・除菌事業による新分野展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 ロイヤルオブヘアー いつもの理容店がプライベート空間に。オシャレにこだわる人のためのメンズエステ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 奈良県 五條市 マルセグループ株式会社 1150001023117 大和五條の新名物　仲山農園ジェラート市場進出プロジェクト 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 田之上農産 さつまいも専門卸売りの挑戦、６次産業化で地域活性化を図る。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 奈良県 奈良市 株式会社成田 8150001001751 アフターコロナ環境に適応する「リアルオフィス」リノベーション事業 中嶌　大

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社関西工務店 6150001012536 空き家の住宅診断とリノベーションによる地域コミュニティの創造 菅野　浩司

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社吉川製作所 8150001014836 当社事業の付加価値向上に繋がる革新的製造技術を取り込んだ新分野展開事業 御堂筋税理士法人 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 吉川運輸株式会社 7150001006173 現有技術・人脈と倉庫のスペースを活用、恐竜オブジェ専用常設展示場で業容拡大を図る 弓手　宏亮

近畿 奈良県 奈良市 合同会社今輝 5150003001843 地域の食材を使用した地域活性に繋がる焼肉店 大城　真樹

近畿 和歌山県 和歌山市 北村農園 まるっとたべたい！悠々とまとでＳＤＧｓ 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 スナックゆめ こだわりの出汁が効いた絶品「たこ焼き」で事業再構築 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 カラオケスタジオ喫茶ドレミ 自己所有物件をリニューアルしてのカフェ開業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ｉ．ｕ（アイ．ユー） 倖生炭グリラーによる本格ＢＢＱ料理テイクアウト事業の展開 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 リアルボディ 故障車の移送・修理・売却をトータルで支援するサポートセンターの建設 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀和コーポレーション 6170001000992 カラオケラウンジと焼き芋スイーツ店のシナジーで事業再構築と事業承継を目指す 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 マームアイラッシュ ナチュラル感覚で利用できる最高の美容脱毛と圧倒的快感のイヤーエステ 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 株式会社平石家具 7170001002798 店舗デザインの高まりに応える高付加価値什器分野への新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ナチュレ 7170002005528 蕎麦のランチ営業と弁当のデリバリー専用システムの導入計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社南海楼 2170001008817 地域の活性化に繋がる、駅チカイベント広場とワッフル販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 藏野製材株式会社 6170001007113 紀州材タイニーハウスで豊かな暮らしの実現を応援する事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ライフィット 2120101056373 移動ＣＡＦＥ（健康体操後のシニア対象）にて提供する惣菜調理 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ＦＩＳ 8170003001070 ＤＸ時代の勤怠管理　働き方をイノベーション！ 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 合同会社Ｂｌｕｅ　ｔｉｇｅｒ 8170003000898 日本製の復活！オーダーメイド＋ＯＥＭ縫製業の新展開 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 梨華 ヒト幹細胞培養エステ事業で男女の毛髪の悩みを解決 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 ＮｅｗＬｉｆｅ　ＮｅｗＤｅｓｉｎｇ マリーナ監視システムの販売・リース、釣り餌・釣り仕掛けの製造・販売 水城　実

近畿 和歌山県 岩出市 割烹恵比寿 ミシュラン１つ星店による総合食品事業への業態転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 木下水産物株式会社 2170001011639 既成概念を打ち破る！天然冷凍まぐろのブランディングによる事業拡大 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｃｏｌｏｒｓ 新世代の自動車に対応したワンデー水性塗装サービス 中村　健一郎

近畿 和歌山県 和歌山市 三ツ矢観光株式会社 6170001003194 旅館業及び、居酒屋業を営む事業者による、エッグサンドテイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 岩出市 アシェンテ合同会社 3170003000374 ラテン文化を体感できる本格イタリアンバール事業 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 ハット株式会社 3170001005516 チョコレート市場への参入によるメーカー機能の獲得 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 ＢＬＵＥＢＡＲ 伝統的トルコ料理「ピデ」による、バーからピデレストランの転換。コロナ禍からの脱出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社タック 5170001006000 企画・設計まで含めたプロダクトデザイン提案販売 大阪商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ツイン 4170001007214 植替え時の古いみかんの木をバイオマスエネルギーに！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 アイアンプラス フェイシャルケアからスカルプケアへ。新サロン開設と新サービスの実施 米澤　節

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社キャリアアイ 9170001017002 苦手なＩＴ作業・事務作業を代行、ポイントを有効活用する業態を販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 マルヤマ食品株式会社 4170001009268 革新的手法でＳＤＧｓを推進！クリーンエネルギー「雪むろ」を活用した梅酒で新分野に進出 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社紀伊見荘 9170001012358 旅館の屋上に大自然を活かしたオープンエアーなサウナを導入 みのり税理士法人

近畿 和歌山県 紀の川市 有限会社大原運送 1170002007653 地域初のテント型倉庫による倉庫事業への新規参入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 和歌山県 田辺市 株式会社療創会 7170001015560 「障害者を対象としたグループホーム運営事業」による事業再構築 塩﨑　幹比古

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社木村メリヤス工場 5170001008104 介護市場に新たに進出し介護衣料の製造販売を行う 安藤　亮史

近畿 和歌山県 田辺市 宝月自動車有限会社 2170002009987 自動車修理工技術を駆使してトラックコンテナを改造！宿泊コンテナルームを核とする世界遺産の中でのグランピング場の経営 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社貴志安商店 1170001000790 Ｐ・Ｃ・ＧＴＥＸＡＳライセンス契約による給排水管更生事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社河鶴 5170001000721 事業者連携でつなぐスムージー＆農産加工品輸出育成事業 白川　淳一

近畿 和歌山県 有田郡広川町 池田農園株式会社 3170001015853 糖度検査を内製化し、紀州特産の高品質な果物を持続的に供給する 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ヘルパーステーションぴゅあ 1170001010583 丁寧でアットホームな訪問介護・通所介護業者が、新たに住宅型有料老人ホーム事業に参入する きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 和歌濵かまぼこ株式会社 9170001016061 「老舗の味にこだわった｟高級揚げ天｠による事業再構築と経営強化」 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社新宮ホーライ 4170003000646 未来に照らす　まち遺産　～ダイナミック演出照明事業～ 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｎ４ＤＥＳＩＧＮ 元老舗料亭旅館をリノベーションしたフードコート式コンセプトカフェ 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 株式会社イワハシ 6170001005587 サスティナブル社会を体験できるテーブルウェアブランドの構築 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ＳＯＥ 3170001015432 居酒屋・和食レストラン事業社による障がい者グループホームの運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 ベンケイ食品 柿の葉寿司専門製造業者が取組む！贈答用郷土料理の直接販売事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 有田市 Ｇａｌｌｅｒｙ　ＳＩＧＭＡ． 大人と子供をつなぐ空間としてのスイーツ総合施設建設に向けて 荒巻税理士法人

近畿 和歌山県 岩出市 和歌山コンピュータビジネス専門学校 硬度なＤＸ対応人材と、ｅスポーツによる専門学校の再構築計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 日高郡美浜町 株式会社丸紀 4170001010267 循環型社会の実現に貢献する「住宅リノベーション・新築工事業」等の新分野展開 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社丸貨運送 7170001011171 安全運送がモットーの運送会社によるサービス付き高齢者向け住宅事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社ユートピアカンパニー 3170001014062 ポストコロナを見据えた、海鮮食品の製造と産地直送オンライン販売事業の開始 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社今村 8170001016921 梅干を産業として残し、地域とともに持続的発展を目指す事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社高橋木材運輸 8170002000024 和歌山発！トラックラッピングで物流業界の慢性的な課題解決に挑戦！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田市 有限会社平左エ門 9170002007539 老舗の仕出し屋による手作り・あったか弁当＆惣菜の来店型販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社マーズスピードジャパン 8170001008233 日本初クラシック・ミニＥＶ車の企画・輸入販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 にしの鍼灸整骨院 整体院併設の至福を味わう壺焼き芋スイーツ店による事業再構築 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 株式会社三楽荘 8170001009784 和歌山・白浜を堪能する親子ワーケーションの新展開 株式会社リョケン

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社創伸 7170002007788 最新式横型マシニングセンタを活用した精密部品加工による新分野展開計画 島本　昌一 昭和リース株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＥＵＲＥＫＡ　ＭＯＭＥＮＴ 3170001015572 子ども達の『できる喜び』をふやす！複合型子ども支援事業 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 株式会社コウラ 9170001001245 出張修理から需要が拡大している高品質オーバーホールサービスに業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 有田郡広川町 松屋電工株式会社 2170001007067 革新的生産プロセスの導入による天板製作の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 株式会社大橋化工 5170001016305 コロナで変化した経営環境に対応する事業再編による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 海鮮炉端双六屋 焼肉食堂～都市型居酒屋から地域密着型の焼肉事業へ～ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ワコン株式会社 5170001003740 ドライアイス（ＣＯ２）削減に寄与する物流用大型保冷ボックス事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 岩出市 インド料理専門店クシュクシュ 本場インドの厳選スパイスの味と香りを全国のご家庭で楽しめる事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社グローアップ 7170001012599 人口増加が続く地方の街で焼き肉事業とテイクアウト事業の新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社ヴァイ・アヘアー 8170002009718 美容室事業者によるオーダーメイドフォト事業 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 株式会社えにし 7170001006634 郊外型非接触化ドライブスルー和カフェ事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行
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近畿 和歌山県 和歌山市 中国料理楼蘭 テイクアウトやカウンターを主とした次世代型中華料理店への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 たべごとや木場 ★地域密着★地元農家の食材を用いたスイーツカフェ事業への転換 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 株式会社アルディ 3170001009013 保有資産とネットワークを活かしたペット同伴が可能なうなぎ料理店開店計画 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲｅＲ 2170001013866 「強靭な人材育成体制」を確立させ、消防設備メンテナンス業に参入し収益の柱に！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社明光物産 6170002003763 家具・建具への塗装事業者による間伐材への特殊塗装事業 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 株式会社山本勝之助商店 9170001016268 日本一の山椒の産地で、「二味豆袋」で地域の活性化に貢献 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 株式会社阪和総合防災 9170001006970 自社リソース活用と今後の展望を踏まえた非接触設備事業での新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｒｆ サーフショップの挑戦！種子島を満喫グランピング併設型、宿泊施設事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社高岡商店 9170001011533 新商品「さく」「切り落とし」の販売の為の施設整備と販路開拓事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 有田市 川口水産株式会社 9170001007309 うなぎ屋かわすいのオムニチャネル戦略による新分野展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ｍａｈａｌｏ 2170001006977 マスク生活で注目度アップ！「目の周り」ケアに特化したメニューで顧客開拓！ 松下　晶

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社ケイ・エイチ・エス 6170001009241 ムクナ豆からつくる健康食品の加工販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社みらいアート 3170001013329 コロナ禍で顧客層・商圏拡大を狙った多様性に対応した立体造形物の製造・販売 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 御坊市 株式会社観光農園ひだか 1170001015954 当社観光農園で発生したＢ級品及びＣ級品を活かした６次化商品の開発及び販売への新分野展開 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 海南市 若広紙器 「包む」の未来　構築プロジェクト 海南商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 坂本ファイナンシャルプランナーズオフィス コインランドリー活用による、地域活性化支援事業 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 株式会社福菱 3170001009137 観光客の誘致とリピーターの増加 株式会社紀陽銀行


