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事業再構築補助金　第７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 福井市 株式会社ボリス・ビアン 4210001008463 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

近畿 福井県 福井市 飴善ニット アイデアいっぱい　安全・安心・おいしいアンパン販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 Ｓｐａｃｅ　ｌｉｅｎ フリーフィットネスインストラクターが自前レッスンスタジオ経営 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 割烹加藤　口喜 ウィズコロナ時代に適したステーキ事業への新展開 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 福井市 合同会社ＹＳＪ 6210003001200 人材不足の中小企業向けＤＸ　バックオフィス業務のＢＰＯサービス事業 大野商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 田中眼鏡パーツ プラスチック眼鏡枠部品の部分生産から一貫生産へ業態転換する 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 ザ　サロン 髪の美容を知り尽くした美容師による新時代のまつ毛美容事業の展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ヤマゴ 4210001009619 日本海の海の幸を全国に届けるＥＣ事業への参入 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 ストラテジオ株式会社 6210001008486 開発した投資戦略検証ソフトの販売と、戦略販売ＥＣサイトの運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 福井県 福井市 株式会社川越設備 2210001015197 エアコンレンタル事業を通じた省エネ化と社会貢献による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 越前市 株式会社カワチュウ 2210001011568 専門人材の育成でＥＶモータ用永久磁石の工法開発支援・金型製造に挑戦 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 すぃーとほーむ居酒屋 北陸新幹線敦賀開業を見据えた新商品による製造卸販売事業新展開 敦賀商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 若狭機械工事株式会社 6210001011168 伝統的な商店街地域で、本場韓国の味を提供できる韓国料理店をオープン 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 あわら市 有限会社案山子 3210002007564 イートインスペース整備と冷凍メニューによる新たな販路開拓 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 株式会社オートリンク 9210001010497 福井県嶺南地域における車社会のセーフティーネット構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社大橋自動車 2210001000645 先進安全・環境性に対応した設備導入による次世代民間車検指定工場の整備事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 Ａｏｙａｍａ＆Ｃｏ．株式会社 8210001015126 地域と連携して有害駆除された鹿をジビエ利用　鹿肉ドッグフード製造販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 サファイアコーポレーション株式会社 8210003001033 繊維製造業から福井県立大学連携「恐竜総研」とのコラボによるリアルな恐竜服飾関係の製造販売 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 あわら市 株式会社タロウワークス 3210001015469 日本滞在の中国人に本格中国四川料理を提供する新分野展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 株式会社岡本ペンキ店 3210001010486 ＤＩＹをきっかけにした気軽に入れる塗装屋でのＤＩＹアドバイス、塗料販売、外壁張替等工事サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ＶＥＥｍａ株式会社 5210001014799 独自の井戸調査・洗浄技術を活用、下水道調査・洗浄で収益安定へ 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 有限会社牧田金型製作所 9210002011932 金型造りのプロが挑む押出成形業への進出とハイブリッド金型の発明 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 ハートランド株式会社 9210001015109 検眼販売車を導入しお客様先へ出向き、店舗と同じサービス（訪問販売）を行う事業 武生商工会議所

近畿 福井県 坂井市 株式会社三国屋 1210001007451 世界の茶葉３００種の製造販売を手掛ける福井県の老舗茶屋が、新たにどら焼きの製造に挑戦する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 小浜市 株式会社ＺＥＲＯ 3210001018629 富裕層をターゲットとした一棟貸しスタイルの宿泊サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 勝山市 株式会社ラコーム 8210001010135 「ＳＤＧｓ」「観光」等の新たなニーズ獲得を目指す新分野展開 勝山商工会議所

近畿 福井県 越前市 くになかのケーキ屋さん 地域資源を活用したアイスクリーム・アイスキャンディ―類の冷菓の新商品開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 エスボディ フェムケアとＤＸ化を実現させる次世代型トレーニングスタジオ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＪＩＧＵＲＯ 2210001018654 バー業態の強みを活かす繁華街にマッチした韓飯ダイニング事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 株式会社クーロス 8210001014581 雇用維持と地域の社会的課題解決に取り組む、従業員資格を生かした除雪事業への参入 木野　仁彦

近畿 福井県 越前市 ヘアーメイクのんのん コロナ後遺症の抜け毛にも効果的な薄毛対策に強い美容室への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 中野化成株式会社 8210001009854 日用雑貨分野から医療分野のプラスチック製品事業への新分野展開 大野商工会議所

近畿 福井県 越前市 ワールドイーザ株式会社 5210001016993 ＳＮＳを使った日本製商品の海外展開と出荷環境の構築 武生商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ゴールド 3210001008373 身体に優しいスムージー＆フード販売で、美容と健康を手軽に獲得できるトータルヘルスケア事業への挑戦！ 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 有限会社島邑鉄工所 6210002001754 電子部品向けの設備改造設計、設備部品製造、設備組立事業への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 坂井市 北山設備株式会社 2210001007525 ＳＵＳ薄板加工で製造ユニットを軽量化、金属価格高騰に対抗 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社テトテヲ 8210001014920 大都市駅ナカでの自動販売機による自家製プリンの営業展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 株式会社平岡建設 4210001014313 リフォームやＤＩＹ需要が高まる中、これまで地域になかった建材のセレクトショップを行う。 小浜信用金庫

近畿 福井県 坂井市 株式会社正太楼 5210001007349 東尋坊再整備を先導する、地産地消を軸に据えた“食育レストラン”の展開 土肥　健夫

近畿 福井県 鯖江市 クリーンテクノ株式会社 1190001018377 国内唯一の国際規格に合わせた新局所排気ダクトのメーカーとなり、日本の半導体製造分野のコスト削減に貢献する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 小島メテック株式会社 3210001001246 新たに樹脂関連製品の専用治具の製作を行い、福井県及び北陸地域の樹脂製品メーカーの受注拡大に貢献する 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社サン・エンジニア 8210001001332 国土強靭化に貢献！経営リソースを活かした地盤改良事業への本格参入による業態転換計画 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 田辺卓志 観光客向けの飲食店が不足している若狭町で三方湖産の天然うなぎ料理店を営業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社オレンジエキスプレス 9210002000596 市場拡大する冷蔵・冷凍配送およびロジスティク事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 丹生郡越前町 有限会社平成 1210002012343 越前旅館による伝統工芸体験型バリアフリー料亭への挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社アバスライン 4210001001105 越前カニや三国温泉を堪能できるグランピング等のアウトドアサービスに挑戦 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 福井市 有限会社山田土木 3210002003712 運送と重量物据付け設置のワンストップサービスによる事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 大栄繊維株式会社 7210001001944 Ｍ＆Ａ事業者双方の強みを活かし地域の実情に合わせた葬儀形態再構築及び効率運営事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 幸せ料理　楽々 手作り料理と立地を活かしたテイクアウト・宅配専門店展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 クリーンテック株式会社 4210001011351 産業廃棄物汚泥、粉体等を地球環境にやさしい手法にて回収する収集運搬事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 オリガミ社ホールディングス株式会社 2210001015008 業界初のリングゴム袋詰業務のプロセス自動化による受託事業への挑戦 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 越前市 宝木石材有限会社 4210002011747 ペット市場へ新規参入！オリジナルペット墓の製造・販売を行う 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 有限会社藤本農園 1210002011089 米農家が米粉パン専門ベーカリーを鯖街道熊川宿で展開する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 キョーセー株式会社 7210001011588 水耕栽培用プラスチック製品のＩｏＴ活用による一貫生産体制構築計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 山﨑建設株式会社 5210001004395 人々のより豊かな住環境をワンストップで提供すべく商品・サービスを拡充する 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＬＣＭ 1210001015454 コロナ禍でも高まる「美」に対する需要に応える、感染リスクの低いセルフエステ事業への業態転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 敦賀ガス株式会社 6210001010847 地域の脱炭素化に貢献する都市ガス供給事業の新展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社オーシンエムエルピー 1210001011511 製造ノウハウ・技術、特許を活かした自社商品の製造販売による自社ブランドの構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 株式会社佐野組 6210001011135 天然砕石を使ったケーシング工法による地盤改良工事体制の刷新計画 小浜信用金庫

近畿 福井県 越前市 北陸商会株式会社 8210001015704 プラスチック廃棄物の資源化による新市場の創造とリサイクルの促進 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 井上リボン工業株式会社 4210001012119 医療用ＩＴウエラブル分野の開発を目指した新工場の設置 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 福井割烹　望月 割烹料理店の和食の技術を活かした、 オーダー弁当店の展開 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 株式会社ジャロック 9210001001562 一極集中依存体質脱却に向けた大型・高速高精度スウェージングマシン製造体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 創文堂印刷株式会社 8210001001828 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、印刷ノウハウと地元認知度を活かした新市場開拓への挑戦。 税理士法人日本綜研

近畿 福井県 大野市 イザカヤアジコ 居酒屋から鉄板焼屋及びカフェに転換。新規顧客獲得を目指す。 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 株式会社リホーム 3210001014958 トータルリノベーション提案型・ＤＸデジタルショールーム整備事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 柴田商事株式会社 3210001001543 新しい事業スタイルを提供するコンテナハウスによる新分野展開 吉村　征浩

近畿 福井県 福井市 有限会社ライブワンズ 6210002004352 Ｚ世代・ジェンダ－レス志向のニーズ多様化に対応する「新業態・無人店舗」モデルの開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 伊藤撚糸 地方ねん糸業の挑戦！新素材繊維開発技術を活かした、産業資材用繊維の生産体制構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社大窪建設 2210001009505 付加価値創出能力の拡大に向けた燃料用木質チップ安定・継続供給体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社畑中金型製作所 4210002002837 眼鏡産業からの脱却に向けた多種金属成形金型・プレス成型・切削加工一貫生産体制の高度化 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 大野市 大和ブロック建設工業株式会社 8210001016925 多様なニーズに対応する新たなクラウドツールを活かしたＤＸエクステリアプランニングシステムの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 坂井市 クシヤ工業株式会社 5210001007480 人造石加工技術・木製品加工技術を融合した新製品開発とその生産体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社堂下商店 5210002002456 地元のガス屋が運営する家事時短も助ける災害対応ランドリー事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 フクイテキスタイル株式会社 6210001003652 電気自動車用革新的大口径超長尺多量巻シート機材開発による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 松喜園 駅前の立地を活かし日本料理店が実施するおばんざい居酒屋事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 麺や江陽軒 冷凍ラーメン加工販売所の立ち上げ事業への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 公益財団法人滋賀レイクスターズ 9160005009541 社会のスポーツ環境課題を解決。スポーツ指導者の研修および派遣マッチング事業の開始！ 澤井　美香

近畿 滋賀県 東近江市 ゆん キッチンカーによる移動式テイクアウト販売事業への新分野展開 株式会社関西みらい銀行
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事業再構築補助金　第７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 滋賀県 大津市 合同会社令和 9160003001814 配達エリア内の食材をふんだんに使用した地産地消型お弁当屋を設立し、地域活性化を図る。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 おしゃれサロンかつ乃 『フリーポア・ラテアート』の魅力を発信する事業への挑戦 萬木　誠

近畿 滋賀県 大津市 竹之坊ケーキ 人気スイーツ店の技術力を活かしたカフェ事業への参入 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 安心コンサル有限会社 5160002004796 加入状況が一目瞭然！攻めと守りの保険営業支援システムの開発 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 湖東興産株式会社 3160001010459 車のＥＶ化に欠かせない半導体不足に資する焼成炉増産への対応 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ＭＴＫ 9160001016681 処理困難産業廃棄物を活用した製鋼副資材製造販売事業への新展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 山田運送株式会社 5160001002009 ＩＴ技術を駆使した「混載」物流サービスにより脱炭素社会に貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 金剛精機株式会社 2160001000741 市場が拡大していくＥＶ用筐体、フレームの試作品開発事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社センコー 8160001005751 グローバル競争に打ち勝つ！次世代パワー半導体製造装置部品の超微細加工への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社本郷工業 4160002001687 脱商用電源のＥＶバイクレンタル事業で滋賀県観光をイノベーション 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 有限会社竹内精機 2160002012199 複合旋盤とＩｏＴ導入による高付加価値製品製造への挑戦 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 草津市 株式会社増田機械 9160001014636 アーム型ロボットを使用した自動機製造における取引先需要を満たした短納期化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社水研設備 6160001010373 インフラ改修需要を掴む、大口径「プレハブ配管」加工・販売計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社Ｒｅａｌｔｏｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2160001016325 ビッグデータをフルに活かした地域密着型不動産仲介業（新分野展開） ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ジェイプラス 9160001011716 地域密着型女性専用ＡＩパーソナルフィットネスジムの運営																				 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社黒壁 9160001006583 滋賀・長浜のまちづくりに貢献してきた当社が、地元の食材を使った惣菜・菓子の製造と販売で新分野へ参入！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社岩﨑工業 5160002008913 社会問題化する社会インフラの老朽化に貢献する「公共工事における次世代足場を使用した足場工事」 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社オフィスワイズ 9160001014198 滋賀県初ものづくりラボの創設事業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 マックス・ケイディ 郷愁漂う８０年代海外映画を再現！「世界観」を味わうコンセプトカフェの開業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社小野ドライ 6160001000366 オンライン衣装レンタル事業による事業再構築 大津商工会議所

近畿 滋賀県 甲賀市 ニッポンロジパック株式会社 2160001006020 自宅のスキマを有効活用するオーダースキマ家具の製造通販事業 税理士法人イースリーパートナーズ

近畿 滋賀県 守山市 山豊テグス株式会社 5160001015506 仕入ＰＥ釣糸を自社内製転換により新製品開発し増収増益を計る 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 和のほとり忠兵衛 顧客寄り添い型エンターテイメント鮮魚店事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ルメルシエ 5160001004483 アレルギー体質・ヴィーガンの方向けジェラート・アイスケーキ販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社エンドユーザー 3160002004690 古民家、地域食材を活用したグルテンフリーパンの製造販売 京都信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 有限会社クリーニングショップ丸善 1160002011301 非対面システムの構築により感染防止対策と人材不足の解決に取り組む 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 合同会社おうみアットホームサービス 4160003000861 「２０年の信頼と実績」「駅前の好立地」を生かして、地方都市でも最先端のテレワーク設備を提供 三須税理士法人

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＡＴＵＭ 7160001015941 総合工事業者の半導体洗浄装置部品の生産という新分野展開による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 東近江市 マックスパワー有限会社 5160002010076 国内初のヘリコプター整備認定会社が地元自治体とタッグを組み観光事業に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 エイチ・アイ株式会社 3160001009625 高齢者向け機能改善サービス付加による介護施設の事業再構築計画 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 リハビリ整体＆トレーニングＪｕｍｐ 近隣に増加する若者に向けた「からだ再構築」プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社マップデザイン 2160001023197 住宅事業から、木製のキャンピングシェル製造事業で、業種転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 まる亀畜産株式会社 9160001022317 『全国初』近江牛専門牧場直営焼肉店から「都市型ＢＢＱが体験できる近江牛精肉店」という新たなスタイルへの新分野展開事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社西川工芸 9160001017044 断熱リフォーム「ぬくいーな」の事業開始で地元の住宅あったか計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ＡｎＳｕｎ株式会社 3160001022586 伊勢志摩初！本格的かつ貸切型の隠れサウナ施設運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 滋賀県 湖南市 北島酒造株式会社 4160001004856 酒蔵の伝統技術体験×地域資源コラボの酒蔵ツーリズム事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 米原市 勝鍼灸トレーニングラボ 整骨院に併設のレンタルスペースとカフェで身体と食をワンストップフォロー Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 滋賀県 草津市 アゴラ 非日常感を演出する新業態と犬用飲食メニュー・ドッグランに進出する再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社パワーコンプレックス 1160001021094 旧車・絶版バイクを自社製造のパーツでレストアして“いのち”を吹き込む事業 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社高陽建設 4160001000756 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ～ＩＣＴの導入による生産性向上～事業計画書 大津商工会議所 エヌディリース・システム株式会社

近畿 滋賀県 甲賀市 創庫生活館　水口店 リサイクルショップの店舗空間を活用した唐揚げテイクアウト店の新展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社セラミックライニング竜王 1160001019329 セラミック端材を活用したセラミックパテ商材の開発・販売・施工 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 犬上郡甲良町 株式会社ファーストシステム 6160001009226 欧州での省エネ需要を開拓するヒートポンプ式暖房・給湯器向けポンプ成形 塩津　友輝

近畿 滋賀県 守山市 ヒラテック株式会社 5160001018211 フッ素樹脂の一貫加工へ、外需獲得も見据えた半導体部品等製造計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ジェージーシー滋賀 7160001000869 道の駅へのアウトドアショップ出店による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 介護タクシーみつばち 高齢者向け配食サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ＦＲＥＥＤＯＭ 2160001009337 風光明媚な三方五湖の宿泊施設運営による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＰＮＳ 8160001021278 レッカー事業で蓄積した独自技術を用いた自動車整備事業への転換 左近　和男

近畿 滋賀県 東近江市 協和工業株式会社 1160001010485 人材不足に悩む農家に貢献！ＩｏＴ活用による修理・管理を簡略化する農業用空気弁			 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 宮部鉄工株式会社 7160001008805 日本唯一のバルブ集積地彦根における、新たな下水道用バルブ製造産業の創出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社うえで 2160001005096 コンシュルジュがいる寝具コインランドリーで健康的な睡眠を提供 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社中野測量設計事務所 8160001011997 ボーリングマシン導入で公共工事の地質調査事業に参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社上原フォートスタジオ 9160001015931 個室空間で記念日を祝いながら撮影するフォトスタジオ多店舗展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 清水工業株式会社 4160001008378 次世代型を含む原子力発電所向け「超高効率耐震弁」の製造 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 合同会社ぽんと 5160003001355 鉛バッテリー再生事業 若林　邦久

近畿 滋賀県 大津市 有限会社ジェイプランニング 4160002013245 健康寿命長期化・ウェルビーイング社会へ向けた鍼灸治療事業への新分野展開						 株式会社アカウティングプロ

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社モリイ工芸 5160002007080 防火認定ディスプレイ製造業へ参入する新規事業計画 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社リ・ランド 1160001014726 地元要望に基づく、商業施設建設禁止地域内へのコインランドリー店出店事業 近畿産業信用組合

近畿 滋賀県 守山市 株式会社中井鈑金自動車 6160001015397 自動車整備業界における水性塗装の促進および地域同業者との共存・発展計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社沢井建設 8160001010801 地場産にこだわったカフェ＆レストラン店による事業再構築事業 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社宮嶋工務店 5160002010869 ゴミの減量・ＳＤＧｓに貢献するサイディング端材を活用した新事業展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社一雅 9160001016954 耕作放棄地でのもみ殻から始まるバイオマス燃料と熟成野菜の製造・販売 永野　隆幸

近畿 滋賀県 高島市 株式会社友輝建設 1160001012102 3 次元測量へ参入することにより、急務である【インフラメンテナンス の推進】に寄与し、人々の安全な暮らしを守る事業へのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社ナツハラ 5160001016909 国内公共事業から輸出用設備機器関連部品事業への新規参入 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 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社くらま 3160001008065 和食の調理技術を活かした、冷凍ピザの製造販売への業種転換計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＯＯＤ　ＤＥＰＯＴ 2160001016523 木製ドアのサイズオーダー事業開始による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 グッドボルダリング アスリートこそ美しく！！疲労や美肌をサポートするセルフサロン 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ウミノ製作所 3160002012586 金属加工の高度化による医薬品・医療機器分野への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 ビーンズ・トスティーノ 珈琲販売・パン販売・コインランドリーによる複合型の新事業展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社Ｍｕｓｃｌｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ 8160001024066 医療と連携した生活習慣病に特化したフィットネス事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 有限会社服部管工事 3160002004724 事業承継を見据えた鋼構造物工事業への進出による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社松原産業 7160002010272 インフラメンテナンス部材加工事業への進出 小森　俊

近畿 滋賀県 草津市 株式会社千紀園 7160001012914 日本茶・菓子の製造小売から「日本文化を育て人が集う場所」への新展開 草津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 美玄株式会社 4120001198719 フードロスにも貢献する独自性の高い「アイスクリーム等の製造販売」事業へ参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＤＲＴ 7160001018903 レジャーに精通した釣り具製造事業者による総合アウトドア施設運営への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 草津市 美ず奈 ランチ・カフェからディナーまで！地元食材を生かした新たな地域カ 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＴＯＨＳＨＩＮ 9160001017465 ＤＸを活かしフードロスを減らせ！地元食材を活かしたラーメン店で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 株式会社石本板金工業 6160001019266 板金工事業からの新たに板金加工業への事業展開進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社テリオス 6160001003410 最新ドローンを用いた建物点検・調査事業への進出とＩＣＴ建設分野への展開 税理士法人北浜・中西会計
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近畿 滋賀県 長浜市 シガ・ホーム株式会社 7160001006701 高齢化が進み古家や空き家が増加する滋賀県長浜市での戸建て住宅解体業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社サンキ 2160001014295 測量業界に特化した受発注マッチングプラットフォームの開発・提供事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

近畿 滋賀県 大津市 有限会社スタイルエクサ 3160002012009 ”滋賀県初”ジャイロトニックによるアクティブシニア向けメディカルフィットネス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 有限会社プロデュース・ビー 4160002014458 あなたが希望した場所でフォト婚ができる新規事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 近江織物株式会社 9160001009801 最新鋭顔料インクジェットプリンタ（国内初）の導入による環境負荷を大幅に削減したテキスタイル製品の製造を行う計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＲＯＯＭ 6160001016750 ライブハウスと商店街の復興のためのＥＣモール構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 いずみ建築設計株式会社 1160001018586 「空気のおいしい家」自然素材と遮熱材を使った健康省エネ住宅 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｗｏｏｄ　Ｗｏｒｋ 7160001022649 圧倒的別荘感　大自然感じる１棟貸出リゾートヴィラ ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 大洋産業株式会社 6160001008434 製造業の蓄積資産を活用した問題解決・課題達成の支援と地域活性化 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 想伸建設株式会社 5160001002446 石膏ボードパネルの製造販売と木造コンテナハウスの製造販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 小川良株式会社 4160001009797 デジタル印刷体制の構築によるＢｔｏＣ服飾プリント市場への参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社Ｔ＆Ｍ 8160001017598 高まる世間のＶＲ／ＡＲニーズに対応した新しいレンタルスペースの創設 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 株式会社匠工房 3160001015986 ショールーム型の家具販売事業で家全体をトータルプロデュース ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 高島市 高島ワニカフェ 新分野展開による多様な価値創造と売上及び利益の最大化 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 近江銘茶　武久商店 滋賀茶に特化したスイーツテイクアウト事業で新しいティー文化創出 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 株式会社近江夢楽ファーム 4160001019986 無農薬にこだわる生産者が開発するフローズン商品とフードロス削減 松成　文貴

近畿 滋賀県 彦根市 滋賀球団株式会社 7160001019199 地域に根差したプロ野球独立リーグのオンライン・オフラインのハイブリッド体験型サービス 税理士法人虎ノ門会計

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ケーエス 1160001015740 新ブランド育成による事業構造の変革 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社サニーディ 5160001024102 湖西初インドアゴルフ練習場の新展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社カネ吉ヤマモトフーズ 9160001010701 伝統的建造物の民家を近江牛と近江野菜の非接触型レストランへの再生計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ｓｔａｃｔｉｌｅ 4130001052453 オリジナルアクティブウェアの製造販売とメディア兼ＥＣサイト構築 魚谷　康行

近畿 京都府 京都市下京区 ＡＲＥＸＩＡ株式会社 9130001062695 洗練された空間で体質改善施術を提供するエステサロン事業 上原　航平

近畿 京都府 亀岡市 ｙａｓｕｈｉｒｏ　ｓａｗａ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ． 家具の展示販売及びＥＣ販売へ参入する新規事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 江崎器械株式会社 8130001029910 運動指導するＡＩ運動機器を用いた感染症に強い無人ジム運営 林　勇作

近畿 京都府 京都市伏見区 鉄板焼き７３ちゃん家 知名度と技術を活かした新たな価値を創造するドッグサロンの開店 税理士法人優和

近畿 京都府 長岡京市 稲荷塾 東大・京大・国公立医学部受験者向け数学塾添削のオンライン・全国対応 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市下京区 アールディーエム株式会社 4130001019097 金券ショップ事業から京都のフリーズドライ食品専門事業に挑戦しＶ字回復 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ゲストハウス　ロコココロ 専門分野を絞った広告戦略によるヒトとペットの心に残るワンダフルホテル 税理士法人優和

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社クレスポ・コーポレーション 1130002034965 京都府初！おいしいパンとエンターテインメントを届ける　焼きたてベーカリー「小麦の奴隷」ＦＣ事業への挑戦 川橋　隆則

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社真澄 1130001055632 光触媒による世の中ピカピカ除菌・殺菌プロジェクト 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市南区 株式会社シンワプランニング 9130001010910 医療用用紙やフィルムなどの精密断裁に対応する新事業を展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 立石雷 文化芸術イベントも楽しめるワーケーションスペース運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 長岡京市 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー 8130001045164 最高技術を持つバリスタによるコーヒースクール・技術指導事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 木津川市 株式会社デザインスープ 8130001048225 世界に一つのオリジナルラバーダックを試作生産する小売への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ハマムラ株式会社 9130001007080 京都中華発祥の店が作る京都中華料理のＥＣ販売事業進出計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 特定非営利活動法人エフエム・ギグ 4130005005671 着物業界に特化したモデル付き動画、制作、配信代行サービス 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 相生合同会社 9130003004893 日本伝統阿波藍を利用した新たなファッション商品開発＆海外販路進出 笹谷　誠吾

近畿 京都府 向日市 株式会社ＳＡＳＵＧＡＹＡ 2130001062875 新たな完全栄養食の開発で新たな市場を開拓し、Ｖ字回復を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 ＢＣＢジャパン株式会社 6130001063614 アフターコロナにおけるアウトドア志向の変化に対応する遊漁船業の新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ボンドプランニング株式会社 5130001059332 配達飲食から高齢者施設給食へ転換するセントラルキッチン化計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社七緒 8130001059544 ペットと宿泊できるグランピング施設と地元農家のマルシェ会場 野﨑　智仁

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＳＤＫ 4130001053261 溶接工に特化した人材派遣マッチングプラットフォームを構築する計画 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＪＩＪＩ お花教室をプラットホームにした複合型ビジネス 有田　耕介

近畿 京都府 亀岡市 有限会社ＡＳＣ 3130002029336 介護脱毛サービスの新構築による「人生１００年時代」の実現支援 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社松原オート 1130001001900 増えるＡＤＡＳ車両に対する事故時の社会的ニーズ市場への新たなる進出 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｗｉｓｈ－ａｌｉｚｅ 9130001062704 師（士）業向け簡易商取引プラットフォーム 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 ファイティングポーズ株式会社 8130001040165 新たな商品開発によりテイクアウト＆ＥＣサイト事業を実現する！！ 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 一本槍 ウィズコロナを乗り越えるためのふぐ料理店による新メニュー提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社魚三楼 6130001029061 京料理のすそ野を広げる高齢者向け弁当配食サービス事業への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社矢尾卯 7130001030514 レジシステムを新規開発し、顧客情報管理サービス業へ新規参入。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 肉処佐藤 焼肉店が営業する地域密着＆複合型美容サロンの開業 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 ベトナム料理　ティェム　アン　フォーンビィェット ベトナム料理店による料理教室および食品・雑貨販売事業への展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ライフウィズ株式会社 2130001059814 衣類の大量廃棄問題に挑む、障碍者雇用創出型リネーム事業の開始！ 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡南山城村 株式会社しおん 7130001046717 当社のリソースを活かしたペット用の着物レンタル及び写真事業の展開 野澤　正太

近畿 京都府 京都市伏見区 細井株式会社 6130001005434 インテリア卸問屋のおうち時間充実を図りたい一般顧客への新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社北之間 9130001010316 全国の土地相続問題の悩みを解決するオンラインカウンセリング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 すし園 コロナ禍を乗り越える！地元のお店の業態転換 諸　勝文

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社中村 3130002009107 建設現場から出る木廃材を活用した玩具エコキューブの製造・販売展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社熊魚庵たん熊北店 3130001023026 ギフト商品のインターネット販売 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｃｌｏｃｋ 9130001057299 「完全予約制」ゴルフバー開業による地域住民コミュニケーション活性化事業 エース税理士法人

近畿 京都府 宇治市 ヘアー　プロデュース　アップス サブスクリプションによる「セルフ美容パーク」の構築 藤原　靖典

近畿 京都府 京都市西京区 ヘアーナッティ 個室型シェアサロンと植物販売に進出し夫婦で事業を拡大する 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 株式会社ティーアンドピー 7130001024367 紙媒体と相乗効果を生み出す動画作成・編集の新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社エヴァンタイユ 3130002004834 京都の老舗フレンチ料理店によるオーダーメイド注文システムを採用したテイクアウト惣菜事業 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ｌａｆ 9130001036336 子供向け専用写真と写真のネット販売事業 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市伏見区 ＭＯＶＥ ボディメイク＆脱毛サロン施設の構築による健康美容市場への挑戦 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 ラピス四条 高級呉服を使用した「京都」を活かした呉服レンタル業 大八木　勇毅

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ロキシー 8130001061830 日本文化を総合的に体験！京都初観光客向け茶事体験 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 向井製作所 地域のニーズに応えるカフェとレンタルキッチンの新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社サナブレンド 2130001062173 無人型温浴施設事業への新分野展開による地域活性化 中村　哲也

近畿 京都府 京都市北区 アトリエ　ミッチェ　キョウト シェアハウスの空きスペースをカフェ＆ギャラリーに活用する 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社あい・あい 8130002022848 正藍染工房で学ぶ、伝統工芸の町京都ならではのピアノ教室を展開 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 京都府 京都市下京区 ナンクル食堂 販売チャネルの多様化＋サブカルの発信拠点で新事業展開 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社修美 6130001025267 文化財の保存修理事業の外注引受 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 亀岡市 株式会社イーエル・オカモト 3130001035450 中小製造業向けに特化した短期導入可能なＤＸシステム事業 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ユアサ化成株式会社 3130001023018 難燃性バイオマス樹脂を活用したリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 舞鶴市 日本海精錬株式会社 1130001043570 鉛（なまり）バッテリー専用　自動解体・分別装置の試作開発・ＣＯ２排出削減 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市南区 株式会社セイコーカンキ 1130001010950 ＥＶ自動車専用バッテリーの保管庫を建設するための部品製造工場の建設 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 カンケンテクノ株式会社 1130001030783 半導体製造における排ガスグリーン化事業への新規進出に伴う再構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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近畿 京都府 京都市南区 株式会社フジタ自動車 1130001011593 Ｉｏｔを駆使した野菜工場から提供するサラダパッケージによる農業革新 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ＳＴＵＤＩＯ　Ｄ＇ＡＲＴＥ　ＣＯＲＶＯ 専門家を育成するプロフェッショナル向け絵画教室の開業 金恵蓮

近畿 京都府 京都市右京区 和笑株式会社 6130001047402 裁断加工と刺繍加工を内製化する業態転換による衣料品の一貫生産化計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京都物産企画 2020001097445 京都物産店の店舗設営ノウハウを活かして実店舗としての　炭火焼鳥屋「暖」への展開 株式会社京葉銀行

近畿 京都府 宇治市 箸や楓 外国人向け高付加価値商品の開発と販売事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 大建加工株式会社 4130001001154 グラビア印刷工法を使用したコーティング加工の導入による新規事業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＭＡＲＩＮＥ 7130001031652 日本発「モーターサイクルのカスタム」を世界へ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社グッドプロジェクト 4130001047809 自分で管理画面から作成できるホームページ作成ツール 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社かじわら米穀 7130001009120 老舗米屋がつくる白米や古代米を使用した「米屋のおにぎり専門店」開業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社サロンドＬａＬｅ 4130001045309 エステ施術者養成教室のオンライン化による独自技術の地域浸透と販路拡大 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 森建設株式会社 3130001042736 ＩＣＴ建機を活用して新分野へ参入し労働生産性を向上する事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 木津川市 株式会社藤本商店 5130001036884 コロナや原油高騰に打ち勝つ新商品の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社白木染匠 6130001021142 伝統工芸品である京手描友禅の地域との連携を強固にした販売体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 うお寿 団体から個人へ顧客層の転換と小売業参入でコロナに打ち勝つ経営を 京都府商工会連合会

近畿 京都府 綾部市 中央油圧工業株式会社 1130001041797 半導体製造に係る産業ロボット用大型部品の量産体制構築による売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 安田自工株式会社 7130001011893 あらゆる車検に一貫対応可能な指定工場を目指し、人手不足の同業他者や物流業界に貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社イマムラ 6130001009030 老舗製餡所が地域密着のコラボレーションカフェを運営、自慢の餡を強みに新分野展開を図る 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 亀岡市 松田農園 主原料１００％自家生産亀岡産・亀岡加工野菜加工品の開発 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市右京区 東洋ケース株式会社 7130001048812 企画力とデザイン力とキャラクターライセンスを活用した新製品の拡販プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 亀岡市 株式会社いずみ 4130001035788 多角的な販売方法と廃棄ロスの削減による利益率向上化事業 松岡　保彦

近畿 京都府 亀岡市 丹山酒造有限会社 3130002028998 「有機認証を取得した純米酒」により、オーガニック市場へ挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社吉岡製作所 4130002001764 「発電機負荷試験装置」の開発・製造・販売と「プログラマー」育成 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社あかぴーまん 1130001056606 京都府が認めた健康メニューを自宅で再現！オリジナル調味料の販売に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市下京区 設計工房　優 ペットと快適に過ごすことができるペットに特化した旅館業の経営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ウェルカム上野もとしろ 蕎麦を総合的に楽しむ「蕎麦を核としたエンタテイメント事業」 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 伸栄株式会社 8130001037112 超音波加工技術によるハイハードマテリアルの切削加工事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ 9130001054321 京都市内で７店舗を展開するレンタル着物発祥の企業が、美容室や写真館に向けた新事業に挑戦する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 株式会社トクシュ 9130001032871 金属加工技術の高度化による食品加工機械市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 ＺＥＮ都ＲＯＡＤ株式会社 3130001063724 道路工事に一貫して携わる企業へ！～人々の安全とインフラを守る新分野展開～ アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 東洋音響株式会社 8130001008484 次世代エンターティメント「ドローンライトショー」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ワコウ産業 2130001036078 新たな海鮮丼店の運営により、土木工事業とは違う事業の柱を構築 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 西川化工株式会社 9130001030330 既存事業の強みを活かした医療品（歯科インプラント）製造への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社電装工業 1130001037515 半導体関連部品の製造に参入し、我が国の半導体自給体制強化に貢献する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 三彩食品有限会社 6130002013122 おいしいを世界へ　冷凍ご飯の挑戦 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＣＬＡＳＴＥ 2130001061852 京都の毘沙門堂界隈の自然溢れる土地を活用した、観光客・地元住民のためのレンタルスペース併設のカフェ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 清水プラス株式会社 2130001010842 高度な樹脂切削能力を転用し、高精度な医療機器製造事業への参入を目指す。 立野　靖人

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社キョークロ 4130001012580 めっき装置の改造による軽量化対応ファスナー部品市場の取り込み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社京悦食品物流 8130001039488 京都府八幡市の周遊拠点となるサイクルステーション立ち上げ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 粟津練染工業株式会社 9130001032260 “アワヅ加工”への信頼感向上に向けた社内体制とビジネスモデル再構築による安定収益体制の実現 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大入 7130001002637 出張スキャンによる国宝級文化財のデジタル化複製作成事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社大野産業 1130001025957 太陽光パネル洗浄に参入～廃棄物化を遅らせ再エネの拡大にも貢献 有田　文茂

近畿 京都府 木津川市 株式会社ゆずりは工務店 8130001066490 古民家ワーケーション施設の開発による新事業構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 ラパティスリードゥダーダ 京都とフランスを感じる高級アイスクリームケーキの製造通販事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社アクセルオン 4130001045275 富裕層向け高級車・レストア車保管サービス及び買取り専門店事業 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社右源太 3130001005973 貴船・鞍馬山で家業３００年の京懐石料亭がアロマ・スイーツ等のオリジナルブランドで新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社本家尾張屋 7130001022528 本格的な日本蕎麦をどこでも手軽に味わえる冷凍生蕎麦事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社本藍染雅織工房 7130002012791 廃棄衣類を活用した伝統の本藍染技法によるインテリア雑貨及びルームウェアの製造販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 アイディーケア株式会社 5130001028551 住む・食べる・働く！障がい者向け「スマイルホーム（仮称）」事業への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社スマイルホーム 9130002022533 特徴的な店舗内装を活かした肉ビストロの経営と厨房スタッフ不足が深刻な飲食店への料理提供事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社キューレット 7130002027187 ネイルサロン向け予約・決済アプリの開発・運用によるＩＴサービス事業への転換 福田　敦

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社成幸不動産 3130001001080 １級建築士の資格取得を目指したマンツ－マン方式の学習塾の運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社大伸 4130001042396 ガス回収事業への進出による地域の地球温暖化対策への貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社明淨 8130002023425 ＮＭＮサプリメントとエステサロンの展開による健康領域への新規参入計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社Ｆｏｏｄでｐｌｕｓ 7130001065155 「プロが作る家庭料理」をおうちで！焼肉店経営で培ったリソースを活用して中食市場参入計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 株式会社Ｓｈｉｎｍｅｉ　Ｄｅｌｉｃａ 6130001038558 自社技術を活用して急速冷凍による米飯加工食品を製造販売する計画 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 ＪＡＰＡＮ　ＳＴＹＬＥ株式会社 9190001024343 多数のフォロワーを味方に新たにＥＣモールを運営する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＺＥＲＯ 3130001053089 最新技術・設備の導入による脱毛サロンの展開への挑戦 税理士法人スマイル

近畿 京都府 南丹市 有限会社朝日製粉所 1130002028587 地域の素材を活かした老舗の米粉屋が作る米粉加工品製造販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社彩 1130001042283 体験型忍者カフェ運営によるインバウンド需要依存からの脱却 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都第一ホテル 7130001012157 経営危機を打破するアートを掛け合わせた新たなワ―ケーション事業の発信計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社アクト崎川 9130002031369 金銀糸メーカーが挑戦する、金属スリッター製造加工事業の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｒｅｙｏｕ 2130001050269 一杯の博多長浜ラーメンを追求。経営危機を打破する東京ラーメンマーケットへの挑戦事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ダッハランド 4130001049160 無人販売店舗向けの、安心・安全な新しい決済システムの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社越後屋 8130001013971 京都の名品宇治茶と乾物コラボで伝統の味に革新を起こす「出汁茶」の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 焼肉　京城苑 京都の老舗焼肉店が新たにタンメン店を出店する事業計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ヘルスアート 6130002009302 中山寺近くで飲食・宿泊サービスを新たに提供することによる新規顧客獲得計画 尼崎信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社松尾商店 6130001018816 大豆由来のプラントベースブラウニーの開発 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市左京区 大晃エステート株式会社 6130001026570 ヘルスケア分野の事業支援を特徴としたコワーキング施設構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社ナチュラルエナジー 3130002018363 トレーニング（健康寿命延伸）とワーケーションを軸としたアカデミー事業の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社北斗プリント社 9130001007279 Ｂ２Ａ・Ｂ２Ｇで培った印刷技術をＢ２Ｂ＆Ｃに展開するＥＣ事業への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社舞鶴ソーイング 7130002034919 軽衣料製造ノウハウを活用した重衣料製造・販売サービスへの新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社デンタルトラスト 7130001034671 デジタル化で歯科患者経験価値向上に貢献する歯科技工事業に参入 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京都空間研究所 9130001031972 ３Ｄスキャナを利用した動的耐震診断システムの開発・販売の取組 猪口　建太朗

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社クレバー 8130001033383 ＷＩＴＨコロナ時代における保険付き家具販売事業への新分野展開～花と家具のコーディネイト～ 藤原　靖典

近畿 京都府 京都市北区 山腰登記測量事務所 ３Ｄモデリングが可能にする非対面販売・効率的設計・高精度管理 ウィズアップ税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 株式会社京額 3130001004620 「芸術家に展示場所を」額屋が行う工房型ギャラリー事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ジョイサポート 8130001028573 自動車整備業界の変化に挑戦するプロジェクトチームの結成 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 江原産業株式会社 2130001040690 丹後ちりめん織元による観光型ショールームストアでのＤｔｏＣ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｌａｐｌｕｓ 4130001054020 不動産仲介業者向けマーケティング支援事業への業種転換 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
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近畿 京都府 京都市下京区 株式会社堤淺吉漆店 8130001018104 サスティナブルな天然塗料「漆」を知る、つくる、つかうプロジェクト 税理士法人みのり会計

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社きたむら 9130001009176 割烹料理店を運営する事業者による料理民泊宿の運営事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市下京区 Ｆａｍｏｕｓ１・ＪＰ株式会社 8130001060816 コロナ後における学園祭需要を見越したキッチンカーによる新規参入事業 芦谷義一

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ひろめ会総本店 4130001007143 再起を賭けた老舗精肉業者が製造する冷凍ＰＢ商品のマルチチャネル販売への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ｇｉｒａｓｏｌｅ ソムリエールが厳選するイタリアチーズの量り売り販売事業 中村　哲也

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社朱常 3130001017597 ＤＸを取り入れた新方式の生産基盤による青果包装加工サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社富士製作所 1130001038843 水素・アンモニア濃度分析装置・細胞培養装置のセミオーダー化で、開発から製品化を１ヶ月で実現する事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＢＡＳＥ 3130001067733 肉の無人販売店出店によるスペースの有効活用と新市場進出 南　博光

近畿 京都府 向日市 株式会社アトリエイハウズ 3130001030872 中古住宅の仲介から性能向上までの手ぶらで安心リノベ事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 理容ヤスイ 日本の男を変える！理髪店の技術を活かした脱毛サービスへの挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 長岡京市 クラブコング株式会社 8130001030736 Ｗｅｂマーケティングを活用した新開発サプリメントの通信販売事業の構築 税理士法人川嶋総合会計

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社義雄工業 2130001066892 産業廃棄物にしかならないサイディング端材を活用したリサイクル製造業 西山　智久

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 5130001049936 日常ストック・介護食をレストランクオリティに　～レトルト機器と常温食品の可能性～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ｖｉａｇｅ 地元食材を使った低感染リスク型日本酒バー事業への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社佐野家 9130001017402 京都府民をターゲットとした日帰りサービスによる事業再構築 藪　壽人

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 味彩 飲食店経営者だからできる地元密着型の職業体験付学習塾 南　博光

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社一香 7130001031405 社内資産を活用した介護事業に参入し安定収入確保と社会貢献を実現する 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社福助 3130001007169 『結婚式前夜にご家族水入らずでご宿泊いただける』京料理の店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アイワテック 1130001026542 伊勢志摩の魅力を満喫！地域密着型グランピング施設運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社サポートどれみ 3130001062065 京の味噌玉みそぽんを活用した京都健康カフェ開業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社カスガ東林書房 2130002009735 書店×カフェのシナジー効果で観光客を誘致！ブックカフェ＋ジェラート店への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 コフロック株式会社 6130001038731 次世代半導体製造装置向け低コンタミネーションバルブの開発・製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 木津川市 マンヨーツール株式会社 5150001002232 トラクションモーター部品向け特注品工具製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京田辺市 エースメタル株式会社 9130001038670 半導体製造装置部品市場進出のためのＩｏＴ導入によるトレーサビリティ体制構築事業 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京田辺市 井上卓也 コインランドリーの新しいビジネスモデルによる観光都市京都で多店舗展開 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市左京区 ポワンコンヴィヴィアル 真空パック洋食の製造販売およびＯＥＭサービス事業への参入による業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 大進工業株式会社 1130001043463 ＩＣＴ建機を活用した新市場への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 田中精工株式会社 1130001015017 ＥＶ用高速チップマウンター構成部品の製造を通じた電気自動車製造業界への新規参入事業 株式会社京都銀行 三菱電機クレジット株式会社

近畿 京都府 宇治市 槙島木材株式会社 7130001033079 木材一筋の経営によって培った木材知識を活用し、「ＫＩＮＩＳＵＭＵ」というブランドで複合事業を行う。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ふじまつ 1130001011602 既存飲食店に対する　オリジナル冷凍食品の　研究開発　製造　販売支援事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社オービービー 2130001017879 製本から発送まで一貫体制や取引先との深いコネクションを活かした見やすく長持ちなＰＵＲ製本への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社中金 7130001011167 ７０年の陽極酸化処理事業で培った技術の発展－治工具のブランド化＆検査・試験業務の事業化－ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 京栄食品株式会社 7130001004617 ボロニヤブランドと拘りぬいた珈琲で新カフェ業態を創造する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＯＢＡＴＡ 4130001070926 アスベスト調査業務を通じた少人数で対応できるビジネスモデルの再構築 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京丹後市 細見工務店 天然木＋レジン樹脂を融合したデザイン家具の海外販路開拓 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都バネ製作所 6130001012182 コイリングマシン導入による大型バネ生産の自動化とバネ事業の拡大 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社マサズミ印刷所 3130002001534 オンデマンドプリントで実施する学習塾向けテキスト市場への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市左京区 ヤマナカアドバンスマテリアル株式会社 5130001007506 自動車・半導体製造分野向け新材料開発による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 ヌーベル株式会社 7130001038169 リチウムイオンバッテリーの製造装置に係る大型精密部品の製造を通じ、脱炭素社会の実現に向けたＥＶ車の普及に貢献する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ポスト２４ 7130001029036 連携先ホテルへの出張スパや美容メーカーとタイアップの新美容事業 山口育男

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社タカハラ 1130001014976 医療用器具（人工関節加工）市場への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社上辻園 4130001037891 輸出用及び新商品（菓子）用お茶を製造するための新工場を建設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 イリオワン株式会社 9130001053629 可愛いワンちゃんとの思い出づくり 「ペット動画撮影サービス事業」 佐々木　智浩

近畿 京都府 京都市北区 株式会社山田工務店 5130001005617 地域密着型工務店による学生向けシェアハウスへの挑戦 中村　哲也

近畿 京都府 京丹後市 かねみつ グランピング＋ワーケーションが可能な宿泊施設の整備 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 株式会社サンフーズジャパン 7130001032642 精密計量とコロナ対応省人化工程で病院食分野へ大胆な業態転換実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社小山精密 9130001059378 精密加工技術を活かしたキャスター部品加工による新市場への挑戦！ 一般社団法人ヒューリットＭＦ 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 京都府 福知山市 コアマシナリー株式会社 3130001041408 「産業機器向け」アルミ部品メーカーが新たに挑む「医療機器向け」への参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ナカノ 3130001035731 ドローン導入によるスマート農業を普及させ、地域農業に貢献する 税理士法人優和

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社シンキ 9130001033721 デジタル技術　ニックメーカー導入による新たな販売サービス進出 宇治商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 東洋化工株式会社 5130001033519 大型部品の３Ｄ加工を実現し半導体のサプライチェーン強靭化に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ 三菱電機クレジット株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 合同会社ＨＵＧ 6130003005184 全国の酒蔵から届ける日本酒専門店「ＳｉＺＵＫ」複数事業者と連携し京都を活性化 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社豊岡建築設計工房 7130001066070 京の山村集落でクリエイティブなワーケーション！古民家×蔵サウナ施設の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ハウジング水上 4130002022769 不動産業から、神社前の地域振興を目的とする飲食店出店の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ｍ－ｔｅｃｈ 5130001067764 バイクショップがデジタル融合技術でライダーの拘りに応える製造業に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 Ｋｉｓａｉ　季彩 亀岡の食に貢献する弁当とシェアキッチンと予約制飲食店事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 交洋ファインケミカル株式会社 6130001010582 次世代半導体向け低メタル化材料の製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社大西製作所 8130001050305 成長分野である産業用センサ向け精密基幹部品の生産と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＢＯＮＤＳ 7130001063704 鉄骨製造業を行っている同社が、並行して『製缶板金業』に進出し、工場改修を実施。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社清水商店 9130002000811 京扇子の魅力を活かした商品で苦境に立たされた飲食店・旅館の差別化戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京都匠建築 9130001046319 好立地な土地保有や他業種ネットワークを活かした冷凍餃子を中心に豊富な冷凍商品を取り揃える無人販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ソシアテック株式会社 8130001055469 コンバートＥＶのタッチパネル化、コネクテッドカー化のためのオリジナルＶＣＵの開発 髙司　浩史

近畿 京都府 綾部市 サント機工株式会社 5130001041752 多品種・中～小ロットのモーターや電動機向け減速機関連の部品加工への挑戦 株式会社京都銀行 京銀リース・キャピタル株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 雅設計工務 建設現場の廃材ゼロ化！不要資材マッチングアプリ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ルチル 1130001055715 植物染の染色体験ができるグランピング施設の運営 京都商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社潮 7130001040876 湯灌業で培ったノウハウを活かした家族葬専門葬祭業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社たん熊北店 7130001021604 ＨＡＣＣＰ導入で健康的な高鮮度製品を提供し国民健康寿命増進に貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 創栄図書印刷株式会社 3130001021327 製造体制のＤＸ化とデジタル対応を組合わせ高付加価値印刷物作成 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社エムテック 3130001032555 金属部品外観検査に自動検査機を活用して事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 山口美術織物株式会社 6130001013461 スタジオ併設の一般消費者向け着物レンタル事業にチャレンジする 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社スタイル 3130002019007 ゴルフに真剣な方のためのインドアゴルフ練習場事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社野中組 5130001034938 南丹にぎわいカフェ計画「ノナカフェ・プロジェクト」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 東志水産株式会社 2130001018175 ホテルや飲食業のビジネスを革新する鮮魚加工品の急速冷凍品製造・提供を開始 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ビーブロックス一級建築士事務所 5130001066832 これからの生活に嬉しい最先端のインテリア商品「漆喰のデザイン壁」 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社コーシン 9130001033399 ファイバーレーザ技術導入による定置型蓄電池分野への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社光清 1130001051821 農業特化型の地域密着型通所介護事業立ち上げ計画 天野　邦郎

近畿 京都府 京都市北区 ＰＩＣＡＲＯＥＩＳ ＯＥＭ受注によるアイスクリーム製造業に業種転換する為の設備投資等 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京都市左京区 キュイジーヌ　バー　カフェ　ピクニック 羊肉×味噌汁をコンセプトとするレストラン経営 坪井　亮

近畿 京都府 京都市右京区 レンタル着物じゅぱん 着付師監修　嵐山「初」映えスタジオで自撮りしちゃおう！ 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社山本清掃 2130001011948 廃棄物処理からリサイクル資源製造へ転換し地球環境の保全に貢献 市木　圭介

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社森本工業所 4130001037941 従来よりも大型重量の鉄骨を溶接加工して売上を拡大する計画 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社Ｒａｓｈｉｋｕ 8130002022377 飲食＆シェアキッチン＆サービスアパートメント　複合事業の開始 金恵蓮

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｍｔ．Ｎｅｘｔ 8130001050676 観光客向けスイーツ専門店とＥＣサイトを通じた販売の事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社スイッチティフ 1130001025817 印刷のＤＸ推進を図る「アプリｄｅデザイン簡単印刷」を開発し、デザイナー支援を実施する 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社炭平旅館 1130002033851 老舗料亭旅館が所有の酒蔵でつくる発酵餡の和菓子で新分野進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ヴォーグ 5130001036199 不動産事業から韓丼のフランチャイズ飲食店経営に進出 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 あすなろグリーン株式会社 1130001069054 各家庭の生活に寄り添ったＢｔｏＣ向け、和と洋を組み合わせた「造園×外構」の独自サービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社長瀬製作所 4130002023164 打錠機の杵などの長尺の高精密加工部品の加工業へ新規参入する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 我ん家 キャンプ場内におけるファミリー層向けの蕎麦専門店出店 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社くろちく 9130001020637 コンシェルジュステーションを核とした地域活性化プラットフォーム構築事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市南区 日本紙工株式会社 7130001012231 製薬・健康食品業界向けの蒸着紙パッケージ製造事業への新規参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アクセスコーポレーション 2130001029098 ＶＲ技術でリアルな買い物体験が出来るバーチャルショップとオンラインストアの実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宮津市 宇野青果株式会社 6130001040480 地域特性を活かし新たな市場を創出する総合卸売業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｓａｈｏｕ　ｄｅｓｉｇｎ 5130001031464 モデルハウス、ショールームを兼ねた自社設計の京町家ホテル運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市西京区 タッチミー 家具・インテリア雑貨の制作・販売事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社最上インクス 5130001000808 熱交換効率を向上させる厚板低背伝熱フィンを用いた、液体熱交換市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社守山鉄工 4130001029451 新装置導入と工場動線改善により美術工芸品製造業に進出する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社弁慶ひっこしサービス 9130001042219 観光客だけでなく、地元住民の健康促進のための京都市内でのシェアサイクル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 正法建設 非対面での「産業廃棄物回収」の為のコンテナ貸出サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社翠雲苑 4130001061248 京都祇園町を舞台に６０年に渡り営業している人気廣東料理店が、「中華風仕出し弁当」の宅配事業に挑戦する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 光悦堂 感染対策完備の茶事飲食店事業について 税理士法人ロールスパートナーズ

近畿 京都府 京都市中京区 ｎｏｄｅ株式会社 6130001063960 ホテル内におけるアートギャラリーおよび物販スペースの新設事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社念々洞 4130002010113 登り窯を使った伝統的な清水焼食器の大量生産 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ヤマト 1130001008805 新しいカタチの提案による商品開発・新市場開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 ＫＡＳＵＧＡ土地家屋調査士法人 5130005015661 ドローン測量事業 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 木繁水産株式会社 7130001043350 魚屋が作る海鮮丼　木繁水産舞鶴店の開業 株式会社福井銀行

近畿 京都府 長岡京市 株式会社伸輝開発 9130001030149 建設事業の強みを活かした一棟貸し宿泊施設運営事業への新規参入 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社ＴＨＰ 5130002022256 美容室のサステナビリティを実現するスクール事業とトータルビューティーサロンの開始。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社丸由 5130001009700 京料理に心を尽くす“丸山嘉桜”による惣菜製造業への新たなる挑戦事業。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社都メディケアサービス 7130001040133 デイサービスのノウハウを活かした要介護者対応バリアフリー温泉事業 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＴＡＪＩＲＯ工房 6130001065016 「理科科学実験教室」の開校とＤＸ導入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ホームスマビューマーケティング株式会社 3130001058303 不動産内覧ロボットの製造、レンタル事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社山中油店 7130001024524 油専門商社から当社製品を活用したスイーツ製造小売とマルシェ展開による一体型事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社小嶋商店 9130001061391 地張式提灯を全国・世界の消費者へ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社伊藤商事 2130001049807 ロボットを活用し回復の兆しが見えた外食産業への早期参入 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ニーテツク・ツール 7130001009533 ドリルにおける個別製品等の新規事業 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 谷山無線電機株式会社 4130001018017 テナントビルの空室を利用したフィットネスジムの経営 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社凛 4130002023791 子どもたちの未来を創る、就労継続支援Ｂ型事業所の運営事業 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社画箋堂 5130002006853 １００年以上続く画材販売業からオンラインアート教室に新規事業挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 有限会社原田商店 8130002033449 京都北部最大級の地域おこし。安心安全な観光産業への新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 キッチャン有限会社 4130002021606 精肉店×食育　個性派スーパーマーケットの開業 金恵蓮

近畿 京都府 京都市南区 内外特殊染工株式会社 7130001011316 スマートテキスタイルに対応する樹脂コーティング技術開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 長岡京市 Ｌｉｌｏｕ 京都花街から展開するスイーツ外販事業 亀元　祐希

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ＭＩ建築工房 8130002021734 京都の町並みを守り建物を強くする、ドローン活用事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 フロイデ 縮小均衡へと進む事業構造からの転換を目指した洋菓子業界の参入と多店舗展開事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡井手町 有限会社松尾商店 6130002030183 高齢化する地域の豊かな生活を支える住マイル事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フレイバー・プラザ 7130001034845 和牛冷凍総菜製造による販路拡大と新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社玉屋 1130001011148 茶業界向け包装メーカーから健康食品市場への進出 中谷　健太

近畿 京都府 京都市下京区 京都サンド株式会社 9130001019423 トレーラーハウス及びタイニーハウスの製造及び販売による事業再構築 税理士法人京都合同会計

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｂｅｔａｓｐａｃｅ 6130001065321 宿泊施設における京文化体験サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社辻倉 3130002016854 和傘の製造における安定生産の為の社内体制の強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社伊地智写真型製作所 6130001005913 昭和初期京友禅デザインのＮＦＴ販売 京都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 株式会社フジワラ工務店 1130001063890 宮津市の魅力を伝える「大工が創る宿」 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社京都ケミサプライ 9130002024620 既存事業の顧客ネットワークを活かした遺品整理事業への展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ 5130001029962 自動車愛好家に特化した時間貸し洗車場の運営モデル 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社藍ぜん 6130001019772 メタバースを利用した着物の需要喚起事業 パイオニアブレイン株式会社

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社ＮＥＸＵＳ 9130001034422 精密板金技術の獲得による医療機器精密部品製造への参入 株式会社アライブビジネス

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社久玖 6130001061700 外国人留学生を対象とする進学指導塾開業による新規顧客開拓 新大阪総合税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 富繁放電加工株式会社 7130001011282 高性能バルブ製造の為の高効率生産体制の構築と新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社フクオカ機業 3130002002862 体験型店舗とＥＣを組み合わせた西陣織のＤｔｏＣ展開による顧客体験価値の最大化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 日本調味食品株式会社 2130001008944 レトルト加工ノウハウの活用により高齢者向け市場に参入する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 伏見倉庫株式会社 3130001015568 ウィズコロナ・アフターコロナ社会に対応する新しい物流倉庫「次世代型四温度帯倉庫」の展開 株式会社みずほ銀行 みずほリース株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 特定非営利活動法人ミラツク 7130005012698 オンラインメディアの構築と掲載記事を用いた出版事業及びオンラインコミュニティ運営事業 烏野　利勝

近畿 京都府 船井郡京丹波町 一般財団法人和知ふるさと振興センター 6130005007765 地元「和知」のブランド食材を使った餅スイーツのテイクアウト事業 岩本　博至

近畿 京都府 京丹後市 エス・エヌ・ホールディングス有限会社 9130002034025 フィットネス業の経験を活用したヘルスツーリズム対応型ホテル 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社キシテック 1130001051251 光触媒・ナノチタンコーティング事業のフランチャイズ展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 京都大原農園株式会社 2130001059632 京都大原で展開する体験型アウトドア施設の通年営業の実現 松成　文貴

近畿 京都府 京都市下京区 あぎやお 魚料理専門店から『缶詰販売』への業種転換 京都商工会議所

近畿 京都府 八幡市 株式会社Ｌｉｖｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒ 7130001055288 カフェ営業へ新規展開！新たなコミュニテイーの場作りで地域に活力を 小森　俊

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｔｒｕｅ　ｗａｙ 4130001057378 猫の暮らす商品販売＋猫と住むための場所を提案＋保護猫応援プロジェクト 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社一言寺接骨院 1130001067454 「地域住民の健康をトータルサポート！接骨院プロデュースの健康焼肉事業」 岩永　愛

近畿 京都府 宇治市 上田製作所 ＣＴ・ＭＲＩ画像診断分野向けレーザサイドポインター部品の製造 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京田辺市 株式会社エイチ・アンド・ティー 6120001154315 プレス加工分野から高精度切削加工へ　飲料缶製造業界への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 バッチ 深夜型レストランがセルフ方式のワインショットバーの展開 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社博隆商事 3120001202191 業種転換によるライブコマースを利用した中国向け土産物販売事業 廣瀬　秀一

近畿 大阪府 守口市 ａｃｅｒｏ 近隣の子連れママさんにオシャレな憩いの場を提供するカフェランチ店の開業 大川　剛義

近畿 大阪府 高石市 株式会社ｋｅｅｐ 7120101057490 アフターコロナに強い焼肉店の出店×顧客台帳を活用したＥＣ運営 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 守口市 西洋菓匠　長谷川 催事だけでなく製造・販売所を造ることで安定した売上を確保する 浦田幸一
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近畿 大阪府 寝屋川市 イヨギク電研空調株式会社 7120001147391 好立地な土地利用や飲食店の運営ノウハウを有する社員の在籍を活かしたパンケーキ専門カフェの運営 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ライジングサン 7120101028153 不動産業と連携したリノベーション特化型の住宅リフォーム事業 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 ネイルワン ハワイ式マッサージ『ロミロミ』とセルフエステを提供する美容サロンの開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 小はれ 深夜に強い居酒屋がラーメン店に業態変換し事業回復をはかる 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クルール 8120001120736 飲食店デザイナーが届ける大阪産ハチミツを楽しめるスイーツ物販 大川　剛義

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔａｋｅｍａｓａ 6120001220109 女将が作る温かい料理×アメフト試合会場へのキッチンカー出店モデル構築による再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イチカラ 8120001223398 広告業からメンズ脱毛サロン業態への事業再構築計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 岸和田市 八木　貴伸 低コストでレイアウト変更可能なマンション特化の内装デザイン業 岩橋　亮

近畿 大阪府 枚方市 有限会社ＯＥＨ 7120002073752 所持するポテンシャルを最大限に活かした天空英会話カフェの出店 山本　文則

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ＷＯＲＬＤ・ＬＩＮＥ 1120001189324 次世代代を見据えたメタバースコンサルティングスクール事業 久德　真也

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社井上工作所 7120001004790 仮設橋梁部材の量産化進出に当たってのボトルネック工程解消のための設備投資 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 奥村　信子 子どもも大人も利用できる、子ども食堂運営で地域に貢献できる事業へ展開 長谷　有希央

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社あきゅぱ 8120002075657 バスケットボールコートレンタル業と介護予防事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 松原市 有限会社玄米匠房とんぼの里 1120102015809 お米屋がつくるごはんがメインの弁当類テイクアウト事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＰｒｏＣａｒｅ 3120101053403 東洋医学の観点を活かした美容施術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 枚方市 プチクリエイト 住宅確保要配慮者の住居と自立支援を提供するシェアハウス事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 マル 給水の課題を解決する高性能な給水循環式ジョウロを製造する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社山城物産 1120001048067 専用ＥＣサイト及びＳＮＳ動画配信等を活用した新ブランドの立ち上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社バビ 7120901001714 ハンドバッグの販売で培った技術を活用し、新たに飲食店の開業と輸入製品の販売を開始 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社食の絆計画 7120001224224 酒類販売に捉われないラーメン屋の開業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社高村電気 5120101054333 電気工事業の技術と人材を活かした制御盤作製事業の新展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アリヨシ 5122001022023 高齢者と障がい者の旅行に特化したユニバーサルツーリズムの実現 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 麻原将平 チャンピオンキックボクサーによる、体作りのスキルを活かした体力向上のパーソナルジ　ム運営事業 原　和正

近畿 大阪府 羽曳野市 トータルビューティーサロン　カトレア お客様の美をサポートする複合型美容サロンへの新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 和泉市 ｂａｂｙ　ｐｌａｎｅｔ　ｓｈｏｐ ピアノ・リトミック・ドラムからバンド演奏も学べる音楽教室 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市西区 ＤＨＳＯＦＴ株式会社 3120001123322 外食のみから、ゴーストキッチンおよびＥＣ通販への事業展開 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 ＮＩＮＥ株式会社 2120001177088 ポストコロナで注目されるギャラリーカフェ事業への新規参入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社プラスワンマインド 4120001163474 「幸せの黄金鯛焼き」のＦＣ本部経験を生かした芋ペースト製造販売事業 井上　拳

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社トラバホ・カンパニア 4120101029518 店舗の立地特性を生かし、業態変更することで客単価アップを図る 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＫＯＺＯＵ 9120001197501 カレー屋を開業し、冷凍カレーの店舗販売・デリバリー・テイクアウト　露天営業の実施を行う 税理士法人ＫＴＮ

近畿 大阪府 守口市 株式会社ｆａｍｉｌｉｎｋ 4120001195336 最新脱毛機器での脱毛・美容施術サービスの展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社わやま工務店 6120101052699 工務店での経験を活かし、宮崎県でのゲストハウス開業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 マッキーゴルフスクール 出張ゴルフレッスンから打ち放題インドアゴルフ事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｆ．ａｃｅ 7120001247704 アイドルグッズの制作販売及びＥＣ通販事業立ち上げによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 バーモーメント テイクアウト専門業態「夜パフェ」の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 枚方市 株式会社三笠屋化粧品店 5120001150736 老舗化粧品店の新分野挑戦！クリーン＆グリーンビューティー専門店 野竿　健悟

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ハピネスマイル 1122001031853 デイサービス併設による高齢者に寄り添った整骨院の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 合同会社ＯＣＥＡＮｓ 5120003008874 提供する商材の幅を広げ団体客から個人顧客中心の顧客獲得 篠原　英樹

近畿 大阪府 大阪市中央区 クリアス株式会社 4120001239118 子どものＩＴリテラシー向上！ＩＴの強みを活かした児童発達支援事業の実施 西岡　幹博

近畿 大阪府 枚方市 下町のイタリアンバールボーノ 飲食店事業から、冷凍販売機を導入し自動販売事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 吹田市 ｒｕｖｉｔａ　ｉｎｃ． 次世代３Ｄスキャナーをドローンに搭載し「建設ＤＸ」への参入 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社オフィスフェローズ 6120003017775 トイレ待ちの問題を解消し安全管理も可能な機械　「フェローズ　ＦＤＭ２２０」の製作販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 豊中市 パン工房あい 博士プロデュース！砂糖とバターを全く使わないパンの卸売販売 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社晏有 2120001224542 大阪コリアタウンの冷凍スイーツＥＣ販売事業 松原　元

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ドリームサプライズ 1120901028894 研修・コンサル事業にて靴・鞄修理事業の普及と当社発展を図る 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市西区 トップオフィスシステム株式会社 9120001045858 透析業務の安全性・効率化を実現！ｄｏｔｔｏＨＤの製造プロジェクト 京都紫明税理士法人

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社日知和 9122001016319 既存の運輸業から取引先の資材を管理する物流中継拠点事業へ展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 とりだん南巽店 健康ニーズに応えるコールドプレスジュース製造販売事業 上田　行洋

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社テクネット 4122002006257 国内初！潜在的ニーズに着目したベルトコンベア自動位置調整装置の開発 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 一般社団法人あみだ堂 1120105008883 都市近郊　体験型　グランピング施設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 居酒屋ふぁいみぃる 飲食店とドローンを活かした観光分野への進出 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社なごみ福祉タクシー 8120003007485 地域に密着した高齢者向けおそうざい製造販売と『７５３ダイニング』の運営への新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社ＥＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2120003010734 大阪・九条で名物の「草鍋」店のレシピを受け継ぐ新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆａｉｒ　Ｔｒａｄｅ　Ａｖｅｎｕｅ 二段構えの収益構造を備えたルーフトップレンタルスペース＆フードデリバリー・カフェ 川口晃央

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 花咲み荼合同会社 3120003014998 台湾茶の資格を活かし、台湾茶スクールのフランチャイズ事業展開 Ａｒｋ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市此花区 草鍋えんや 野菜をうりにした鍋屋が焼肉店を開業し売上確保と相乗効果を図る 山本　文則

近畿 大阪府 大東市 明景建設工業 ３密を避けた飲食販売が可能なキッチンカー購入とそれに伴う調理場の新設 大東商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社Ｍａｉｓｏｎ　ｅｃｒｕ 3120001226975 健康志向のパティシエが手掛ける、元気なシニアのためのカフェ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住吉区 山下勇気 石垣島で飲食店×テイクアウトができる店舗を出店します 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市城東区 古民家すたじおわが家 宿泊施設に新たな付加価値を生み出すエステ事業への展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＴＡ 4120001247252 オンライン対応可能なダンススクール開業による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 株式会社イワクラボ 7120901041017 寺社仏閣向け　Ｗｅｂ　マーケティングサービスパッケージ化による収益強化支援事業 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＡＭＡＺＯＮ天尊 ペルーの疑似観光を体感できるペルーの民芸雑貨ＥＣ販売への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社オリジンニッポン 6120101056691 ムスリム向け日本産食品のサブスクリプション販売事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 吉田株式会社 5120001217428 収益減の輸入卸業から国内完結型「ペット火葬」事業へのシフト変更 平　了輔

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社クリスタルマジック 4120102018916 コロナ禍の「美容」ニーズに応える脱毛サービスの導入 ストラーダビジネスサポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フロントアーク 4120001203445 介護福祉用品貸与基幹システムをカスタマイズして提供する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 テレック株式会社 9120001025793 豊富なＰＯＰで安心して購入できる、大型商業施設の韓国スーパー出店 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フロントライン 1120001112979 地元食材を使った特製餃子による地産地消促進再構築事業 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西区 新東洋服店 カルチャースクール用レンタルスペース事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイマニア 7120001121652 活力ある飲食店、食生活にこだわる家庭向けのセレクトショップ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＴＲＹ 5120001192134 地域密着型企業の強みを活かしカフェ事業に参入する事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 ＫｉＫｉ 最新機器を導入したヘッドスパ及びヘアケア事業 松﨑　真則

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ビオテック 2120901025321 「大阪のお好み焼き」の冷凍自販機とＥＣによる販売事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 箕面市 炭火焼肉心一 熟成芋の生産から販売とそれを活かした焼き芋販売へ焼肉屋の挑戦 米田　茂

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ゆかや 無添加商品開発によるランチタイム営業とテイクアウト及び物販事業のスタートアップ 中村　哲也

近畿 大阪府 高槻市 パートナー株式会社 7120901033385 美肌アプローチ事業 北摂マーケティング合同会社

近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社ユニバーリレーション 1120003012244 女性の美容・健康と社会進出を支援する美容整体事業 中嶋　崇

近畿 大阪府 大阪市北区 天満切子株式会社 4120001218220 自社製造の天満切子で鑑賞の美・用の美を味わえる飲食店の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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近畿 大阪府 枚方市 Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｓｐａｃｅ　幸 オンラインでも提供可能な美容スクール事業への業種転換 井上大輔

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＡＳＫ 2120001117473 コンサルいらずでＰマーク取得！！クラウド支援サービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社芋忠本店 7120002042815 障がい者に対応した非対面ハイブリッド貸しホール事業 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リバース 5120001197612 「稼げるキャリアコンサルタント」育成＆独立支援システムの構築 岩崎　弘之

近畿 大阪府 茨木市 有限会社藤熊食品 6120902001409 老舗蒲鉾メーカーの強みを活かしたドッグフードのサブスクリプションサービス 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 カシュ・カシュ 疲れた方を癒す完全個室型マシンによる美容・マッサージ事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社Ｒｅ　ａｎｄ　Ｏｎｅ 8120001216402 リフォーム業で培った空間づくりでアミューズメント型飲食店を大阪府寝屋川市にオープン ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ダイレクトマーケティングセンター 5130001025185 広告・調査ノウハウを活かした海外ＥＣお菓子販売・文化発信事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社えむスタジオ 5140002004245 「アートを活用した自立訓練型事業所」に参入 株式会社ＣＦサポート

近畿 大阪府 枚方市 ａｍｏｒｅｔｔｏ ＥＣによるワイン販売への進出とワイン飲食・保管スペース運営 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市西区 チェルピーナ オーガニックイタリアンのＥＣ販売およびテイクアウト・デリバリー 市竹　敦

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ガーデンラボ 9120901005936 「森林３Ｄ計測システムを使用した樹木調査サービス事業」 近畿税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 有限会社山がや 5122002015083 テイクアウト需要を取り込む地域初のパニーニ専門店による事業再構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 小山百合 免疫系薬草・漢方を使った”安心＆安全”のエステサロン事業への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 寝屋川市 マイ・ハピネス 業界初！カウンセラー業から探偵業へ　夫婦問題を解決できる探偵事業 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ＩＣＨＩ’Ｓ　ＷＯＲＫＳ 2120001203265 「空きスペースを利用したＤＩＹスクール、レンタルスペース事業」 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社近畿エコロジー 5120001112125 既存の従業員の能力を活用一した非接触セルフエステサロンの開業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 大阪市此花区 焼肉の金海 本格韓国料理の２４時間３６５日自動販売機による冷凍食品販売 エース税理士法人

近畿 大阪府 枚方市 心身堂ａｉｒｆｅｅｌ 手もみの「ほぐし整体」から、マシン導入した「エステ事業」参入。 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社メイクビー 6120001137121 巨大マーケット　ペットは家族『アニマルネットアプリ』 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ボンパルク 3122002004344 フランス料理シェフによる本格デザート介護食の製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＢＥＥ　ＷＯＲＬＤ 2120001196526 デザインに特化した空間デザイン・リノベーション業のサステナブル化 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西区 ワンコインドーム株式会社 5120001104816 タクシー事業とのシナジーが期待できる自動車整備業への参入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社オフィスユーアンドエム 4120002012721 ブランドの構築で地方の農業振興と飲食店の売上増につなげる 黒川　剛史

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社成康 7120001207402 おひとり様鍋事業で蜜を回避！ 西岡　幹博

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社有藤商店 7120001030234 中古大型トラック販売業から中型トラックメンテナンス業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ホープホーム 4120901028792 居宅支援法人の看護る家のシステムの開発 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＲＱＳ株式会社 2120001202457 ＷＥＢ制作会社が市場の拡大が顕著な求人ポータルサイトの運営に参画する 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワンダー・クリエイト 3120001184661 ＴＳＵＴＡＹＡ　レンタル事業からトレカ・ガチャへの新分野展開 岡本　亮

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社グランディーユ 9120101051145 地産地消の野菜で健康づくりを叶える飲食に特化した就労継続支援Ｂ型の新設 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 アワーズ株式会社 3120001185395 既存のプログラミング技術を活かしたロジカ式プログラミング教室の運営 吉田　真由美

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ファムカンパニー 2120001168855 コロナ禍でも安心。貸し切りのキッチンとマイワインセラーの運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 三立電機株式会社 7120001147937 窒素ガスリフロー実装によるファインピッチ基板の量産化事業 若松　敏幸

近畿 大阪府 枚方市 ケーライフデザイン 地域密着型！！個人事業主向けレンタルスペース事業！ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 りんご屋 食料自給率を高める循環型シェアキッチンカー 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社けやき亭 3120002048758 常温専用弁当のみの販売から、要冷蔵単品メニューの新たな展開 石田　英二

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社洗ｐｅｒ 3120001225481 ガラスコーティングの技術を活かしたヘルシーなたこ焼きの製造販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＢＡＲ　ＳＫ　ＯＣＥＡＮＳ 子育てママが自宅開業できるネイルサロン開業支援事業への転換 小野　孝二

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＪＡＰＡＮ大和グループ 6120001168059 創業１５０年老舗の挑戦！オーダーメイド大和煮の卸売事業開発 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＢＡＳＩＳ 5120901043675 デジタル技術を駆使したＳＮＳ映えするレンタルスタジオ 木村　龍弥

近畿 大阪府 大阪市中央区 アドレス 関東で人気上昇中の絶品タコスが食べられるメキシカン料理屋 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＣＮプログラム 4120001126951 非対面システムを導入した２４時間営業のインドアゴルフ練習場事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 堺市東区 グリルヤクッタ コロナ禍でも安心して飲める！おひとりさま歓迎の立呑み居酒屋 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市淀川区 エイトビルド株式会社 7120001194558 内装業の経験を活かしたリノベーション物件のトータルプロデュース 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社えぐち塗装 6120001189864 自社物件の１階を活かしたたこ焼き屋運営による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 アナトラ オーダースーツ店のＦＣ本部を新規構築しＷｅｂ集客支援 松川　浩士

近畿 大阪府 羽曳野市 三晃プラスチック工業株式会社 6120101032115 ＥＣサイト開設と３Ｄプリンタ新規導入・ＬＥＤ内照式サインの製造直販事業開始 柏山　行雄

近畿 大阪府 八尾市 ディンク株式会社 2122001019360 大型補修を含めた設備メンテナンスおよび薬品製造販売の構築 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 フラージャ 撮影を楽しむ空間を！セルフ写真館の運営による事業再構築計画 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社ヤナギモト 4120101007614 新たな鋳造技術による原子力発電設備部品の製造を通じたグリーン成長戦略への取り組み 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社津田商店 6140001064702 冷凍物流センターによる低炭素社会と働きやすい環境実現への貢献 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市平野区 大宝製袋株式会社 6120001018049 環境配慮型包材量産加工技術の研究開発による新分野への事業展開 宮崎　和宣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イイダ 8122001000546 ＥＶ・燃料電池部品向高精度モールドベース製造に取り組む 大阪シティ信用金庫 ＪＡ三井リース株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 ハシダ技研工業株式会社 2120001021304 切断工程の加工精度および生産性の向上による次世代半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 貝塚市 協栄鋼材株式会社 5120101038088 電気自動車産業を支えるセパレータフィルム生産用スリットダイの製造 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 林純薬工業株式会社 5120001087409 業態転換による半導体材料製造技術の高度化とＯＥＭ受注の拡大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社プロトワーク 4120002078944 多品種少量生産の超精密金属加工部品の自動化生産技術開発と生産 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 ドナウ商事株式会社 7120901029912 脱炭素社会実現に向けて　強バリア性ナイロンリサイクルへの挑戦 中廣　琢二

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｒｉｎｇ 6122001022039 異素材の精密加工技術を活かしたＩｏＴ／ＡＩ機構部品参入による脱炭素社会の実現 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｍｅｄｉｄａｓ株式会社 9120001218629 中小企業向けの脱炭素見える化ソフト「タンゼロ」の開発及び脱炭素経営の普及事業 髙谷　浩忠

近畿 大阪府 柏原市 株式会社松徳工業所 2122001021242 工程内チタン廃材の革新的再生焼結技術の実用化事業 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Ｆｏｒ　ｉｔ 2120001142083 ＥＣ小売業と連携しアパレル卸業のＤｔｏＣ倉庫建設での新事業モデル構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アクアリンク 1120001099622 ＡＩ制御室外冷却システムの開発による電力マネジメント事業へ進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社メタルドゥ 7120001040563 リチウムイオン電池の国内循環システムの開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社山下製作所 4120001050961 特許技術を応用した新製品を開発し、新分野への進出を図る。 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 八尾市 アベル株式会社 9122001017630 近赤外領域での反射率を１％以下に抑える二層被膜による反射防止処理技術の開発 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社大晃機械製作所 8120901011290 カーボンニュートラル社会に貢献、洋上風力発電トランスの製造 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市西区 中嶋産業株式会社 2120001045996 切断・機械加工技術の獲得による免震装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 ナミテイ株式会社 9122001005577 異形線加工技術を活かしたＥＶ車のモーターコイル、パーツを開発し生産体制の構築 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＧＦ株式会社 1120001115081 余剰野菜から生み出すオリジナルヘルスフード（ベジバー）によ　る健康価値食品創出及び、フードロス削減事業 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 有限会社若竹 8120002056087 通所介護サービス事業への事業転換による軽度の要介護者へのアプローチ 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 東大阪市 北川自動車販売株式会社 1122001002045 街中のペットリゾート「小型犬専用ドックラン自動車販売修理店」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ＦＬＯＷ 7120001207617 プロ技術者向け「美容と健康セミナー」（動画＆対面）で当社ノウハウを伝授 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 大阪府 柏原市 有限会社岡林鉃工所 7122002015288 ワンタッチ組立式自動搬送装置の製造技術確立による事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 高石市 フレンズ株式会社 7120101050933 放課後デイサービスから就労継続支援施設への新分野展開 井上　裕光

近畿 大阪府 和泉市 有限会社アオイ農園 3120102027083 フルーツ専門店ならではの洋菓子の製造及び小売販売事業による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 植一精工株式会社 4122001000731 工程集約化と省人化による半導体工場向け搬送システム装置用部品の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社おべんちゃー 1122001033437 「眼鏡をスマートグラスへ変えるオーディオデバイス」の製造・販売 井上　拳

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アートウェーブ 1120901001521 需要の伸びが期待できるセラミックデザイン床材加工への業界初めての取組 岩佐　修二
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近畿 大阪府 八尾市 株式会社ニッコー 9122001019560 モビリティ分野における高級自転車やＥＶ車の高付加価値な特殊加工部品を製造し、カーボンニュートラルの達成に寄与する 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｌｉｅｎｃｈｅ 6122001032814 自社のリソースと古民家を活用した雑貨＆カフェ運営で事業安定と地域の課題解決を図る。 熊田　裕美子

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ケンメー 3122001027643 精密板金の一貫生産体制と提案力を活かした建設機械用金物等の開発・参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西成区 松岡捻子株式会社 7120001004304 流体の配管をすばやく安全に着脱する部品であるカプラの製造を開始する。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉南市 シンコーケミカル株式会社 3120101050573 設備投資を通じた産業資材用原糸市場への新分野展開 米本合同税理士法人

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 青木ヨット株式会社 7120101040538 世界最小のヨットで世界一周したギネス記録を樹立した青木洋の会社による中型ヨット製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 岸和田市 てっぱんＳｅｓａｍｅ コロナ禍にニーズが高まっている対人接触が少ないラーメン店での事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＬａＶｉｔａ 2130001061745 地域での連携で、おいしさと健康のスイーツ、栄養補助食品へ転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 堺市北区 一般社団法人のあ 3120105007693 障害者雇用に対応した新たなテイクアウト及び社会貢献事業 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社マスダ 9120001148660 「ショールーム型カフェ事業」推進によるリフォーム事業拡大 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 ワイズ不動産販売株式会社 9120901012346 ＣＯ２削減や住まいにおける健康増進、放置竹林問題に貢献する「調湿材の製造販売」事業 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 富田林市 株式会社創快 5120101055208 電気自動車・水素自動車の分野での開発・製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＳＯＷＡＳ　Ｉｎｃ． 2120101042431 「心身の健康を取り戻す」パワースポット・グランピング事業 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西成区 西山総建株式会社 7120001095079 ガス導管工事の会社が水道工事分野にも展開しインフラ守る事業展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 4122001025448 デザイン提案を付加価値とした家具・インテリア雑貨販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｂｅｒｎ 4120001202686 髪質改善に特化した美容室による育毛も叶う高級ヘッドスパ専門店 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 創作料理　華蔵 大阪初の中国・香港で人気の蒸し鍋料理を感染対策に適した個室形態で提供 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市旭区 森本淳一 トレーニングセンターを設立し日本のスポーツの発展を支える事業 青石　吉司

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ダイケンリフォームサービス 8120002077414 既存事業のコインランドリーに自動カフェを併設する業態転換 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社東洋工業 2120001148295 大型部品の曲げ加工内製化で実現するキュービクル筐体カバーや付属品等製造進出計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社		

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社甲 6120001019872 長尺品対応・共通部品化を可能とするファイバーレーザ加工機導入による新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 松原市 有限会社川西製作所 2120002009331 油圧制御機器用の高精度部品の製造開始による受注拡大事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社グローバルパート 9160001014413 車載トレーラー火災事故防止による社会貢献と売上Ｖ字回復 岡田　嘉広

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アクティブ関西 7120901017504 大阪府の「健康１０」の推進に貢献！最新のＡＩを活用した女性専用フィットネスジム事業の運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 明和機工株式会社 3120001050772 高精度複合旋盤加工体制の構築による宇宙産業分野への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社杉本建装工業 7120101022362 カフェ型ショールームによる集客力の向上と新サービスへの展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ダイツー 3120001045104 国産材料と最新冷凍技術、設備を活用した郊外型ベーカリー店による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市大正区 有限会社キヨタキ 5120002015442 ネット上で３Ｄシミュレーションが行えるシステムを導入してネコ用住宅リフォーム事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大黒屋 2122001023560 解体・収集運搬事業のノウハウを活かした産業廃棄物中間処理事業の構築 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市北区 西田車輌 既存事業の強みを活かした中古トラック販売事業への進出 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社スバル 8120101045098 １００円均一市場からの脱却と国産ヒノキ製品による３００円均一市場等への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社味の吉川 1120001036823 企業の従業員の昼食を支える！チルド食品＋レトルト食品＋冷凍食品中心の簡易社員食堂の運営計画 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 アイン合同会社 7120003006950 婦人用下着企画会社が挑む美容製品開発の取り組み 宮田　大

近畿 大阪府 門真市 株式会社リ・ポール 1120001181272 「グループホーム向け宅配弁当サービス×飲食店」複合事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＯＯＬＨＡＮＤ 2120001205848 日本の食文化「こんにゃく」を使った食品をもっと身近にするＥＣ 吉川　広崇

近畿 大阪府 八尾市 葛城商事株式会社 5122001022444 二上山の魅力を国内外に発信「エコツーリズム観光立ち寄り施設事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社カツラ 4120001042281 下町古民家改装による貸切個室サウナ事業 大西　森

近畿 大阪府 高槻市 有限会社コスモフーズ 4120902010840 急速冷凍機と独自ノウハウを組合せ、消費者向け海鮮商品等の開発・販売に取組む 岩佐　修二

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ミールファーム 6120101047567 レトルト加工及び乳化装置導入による総菜・乳化食品の製造販売開始計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社大翔 6122001017187 ペット共生型障がい者向けグループホームの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＥＩＧＨＴ　ＢＲＩＤＧＥ 4120001226173 中古品買取専門店の開業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社大阪ファスニング 4120001011501 ＡＬＣ用あと施工アンカーボルトの“塩害対策新市場”開拓 森　健輔

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社ＤＡＩＳＥＩ 3120101058427 「個室、動的ストレッチジムとオンラインデジタルヘルス管理で地域・企業の健康問題を解決」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社山﨑木工所 4122001016050 ＱＯＬの向上を目指した椅子ブランド（ＢｔｏＣ）の立ち上げと、ＥＣサイト販売計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ハレルヤ大阪 6120001120432 四万十ポークを売りにした、食堂スタイルの飲食店を経営する 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社西本製作所 1120002048660 世界的に安定供給が求められる燃料市場を支援する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ニューマルシェ 6120001000931 惣菜専門店及びゴーストレストランを出店し若い世代向け中食産業へ展開 森本　次郎

近畿 大阪府 守口市 株式会社中井保温工業 5120001115499 設備工事業者から新素材を使用した加工技術提供を開始する新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーエーシースタッフ 9120001211014 人材派遣会社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 岸和田市 株式会社マーシュ 7120101037625 コロナ禍で減少した売上回復を目指し水廻り施工と木材施工を内製化する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 有限会社Ｇ・Ｉモータース 1120102011964 中古車販売業から大型車両の全塗装を行う新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社岡田製作所 8122002016491 最新鋭長尺曲げ加工機を導入し、新分野へ参入する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 ニッコーグラビア印刷株式会社 7122001005983 新製品のバルブ付きパッケージの製作と新たな市場開拓を図る計画 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大和屋本店 9120001083791 道頓堀川をのぞむ天空のプライベートサウナで「ととのう」あすへの活力 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｉｃａｒｅ株式会社 9120001196932 リフォーム市場に向けた環境にやさしい高機能床材の販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社奈技工房 2122002010673 知って、見て、体験して、購入する理想のオーダーソファ製造販売 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 はるみち鍼灸接骨院 鍼灸師・柔道整復師資格を活かし美容鍼・エステ分野に進出、新たな顧客層を開拓し業容拡大を図る 山口一也

近畿 大阪府 大阪市福島区 たんとたんと キャンプ不要でバーベキューが出来るヨーロピアンスタイルの展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社浅田鉄筋工業所 4120901022655 切断及び曲げ加工の大幅な効率化で新分野展開による事業再構築を実現 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 門真市 大阪コロナ株式会社 3120001157205 受注生産品の特殊加工を内製化して金属製品製造事業を拡大する事業再構築 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ナニワ屋 4120001039352 老舗クリーニング業のノウハウを活用した着物リメイクへの新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社西田秀鉄工所 2122001005641 マシニングセンタを導入することにより、高い精度を実現し半導体関連市場に参入する 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市淀川区 東阪工業株式会社 9120001057127 仮設資材開発技術を活かした、イベント会場等で使用する移動式安全通路の販売・レンタル事業 本出　一正

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ハウスエム 6140001107056 関西発のスポーツレッスンと知力育成教室をワンストップで行う学童教室事業 税理士法人ＦＡパートナーズ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ミズウチ 7120101037765 最新型横型マシニングセンタの導入による新分野・新事業展開計画 島本　昌一 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社キー・マン 2120101054897 残土処理事業への新分野展開で新たな事業の柱の構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社エム・デー・エス 6120001019690 リサイクル技術力を活かしたブラスト加工によるリユース事業の取組み 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社泉洋 4120001172376 地域特産物を活用できるオーダーメイド食材の提供 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エトスコーポレーション 1120001218017 マンション販売から、営業活動をＤＸ化し中古住宅販売を開始する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 池田市 株式会社クルーズ 4120901040665 ウィズコロナ時代に最適なキャンピングカーのレンタル事業 赤田　健行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社平井精工所 4122001012999 ターボ分子ポンプ用部品の高精度研削技術確立による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ジェーシーエス 8120101041510 自動車の等速ジョイント用の新たに依頼がある７種のグリースの充填加工への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社八木製作所 8120001029985 ＤＸ加速　３Ｄデジタル技術活用による義肢装具部品の高付加価値化事業 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 堺市美原区 引田鉄工株式会社 2120101021724 工程統合が可能なタレットパンチプレス導入による新分野参入事業 松下　隆信 株式会社アマダリース

近畿 大阪府 大阪市浪速区 野口彦株式会社 3120001039527 取次店による靴の新しい販売システム 税理士法人とよのパートナーズ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ピュアフラワーＦＣ 2120901030552 枝もの販売の為に、生産地の近くに配送センター＆スタジオ作る 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社フィーコ 1120001233081 脱毛エステサロンが差別化を狙ってフォトスタジオ事業へ参入 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市東成区 大昭和印刷紙業株式会社 4120001044906 今後のデジタル化されず市場伸長するキャラクター雑貨や環境対応家具メーカー業への挑戦 長島　広明

近畿 大阪府 寝屋川市 パティスリーアミ 完全グルテンフリーのベーカリーおよび完全グルテンフリーの麺を冷凍食品化し、ＥＣサイト、スーパーで販売する新分野展開 京都信用金庫
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近畿 大阪府 岸和田市 森田化成工業株式会社 4120101049796 食品（主にベーカリー市場）に使用される環境対応型包装資材の製造 森田　茂樹

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社いちい工務店 6140001086878 工務店がＤＩＹスペース運営の物品賃貸事業で売上の回復を図る 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 田中手帳株式会社 7120001031083 ノート製本事業への進出による事業多角化とポストコロナも見据えた事業構造改革の取組み 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ディンクス 1120001028465 時計の並行輸入・ＯＥＭ製造受託事業の強みを活かし、アパレル事業に進出する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ＡＭＥＮＤ 車両カスタム業からＥＶキャンピングカー製造への業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 フリー　ヘア　アトリエ 顧客カルテを用いて行うオーダーメイド感覚のコーヒー販売事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 毎日発條株式会社 4120001050648 自動車の安全性確保に向けた新設計「保安部品」関連の生産および供給体制の構築 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社アイビーティジェイ 5120101047436 医療業界向け革新的育毛製品開発及び新市場進出による新分野展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社サカ洗工 2120001172667 沖縄におけるモータースポーツの拠点となるレンタカー事業 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 不二精工株式会社 3120001050574 異種材料接合技術によるインサート成形ライン新設と新分野展開 株式会社紀陽銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社山田組 5120001101986 特殊仕様クレーン杭打ち機の開発によって実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 柏原市 株式会社テム・ホーム 4122001022742 自家焙煎コーヒーのテイクアウト店とＥＣ販売による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 丸三住宅株式会社 4120101025772 ウィズコロナに対応した高級感あるファミリー向け焼肉店の出店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 豊中市 豊栄工業株式会社 2120901025569 金属板加工から金属長尺加工への新規参入による業績Ｖ字回復の実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ｊｏｕｅｒ 7120001232912 「焼肉店」から「ワインとのペアリングを楽しむレストラン＋ワインバー＋ワイン販売」への事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｍ－ＮＥＴＰＲＯ 6122001032228 火鍋料理店の経営及び真空包装冷凍総菜のＥＣ販売事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ＳＩＧＮ　ＰＲＩＮＴ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ　／　Ｐｏｅ＇ 有害汚染物質を発生させない無臭インクの印刷機を導入し売上回復を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 高嶺精機株式会社 7122001004639 部品加工から組付け作業まで一貫対応する「機械・装置の受託生産」への進出による生産活動の高付加価値化 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エヌエスシィ 3122001008973 超高加圧技術・自動化・省人化を駆使した次世代自動車部品製造への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 八尾市 ＧＲＡＮＤＩＲ株式会社 4122001033574 地域初のヘアサロンを併設したトリミングサロンの店舗展開による再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社シーパーソンズ 5120901016796 ２４時間利用可能な完全無人運営の安価なフィットネスジムの展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社リビエール 1120101024174 潜在需要に対応する次世代型フィットネスジムへの参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 大家緑化株式会社 3120001122200 ロープアクセスによる打診調査効率化のためのドローン技術の応用 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ナカヤオートプラザ 7120001031307 クイックリペアサービスで次世代自動車産業の発展に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大阪ハニー 9120001196429 都市養蜂から広がるＳＤＧｓの輪を、持続可能な収益事業に 中澤　悠平

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社カナモリ 6120001017158 健康とエシカル消費に配慮したオールインワン男性向けサンケア「Ｂｌａｎｃ　ｈｏｍｍｅ　－ブラン・オム－」 榎並　由洋

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人住宅建築コーディネーター協会 3120005014369 独自ＬＭＳ構築によるオンラインサービスとコンテンツの新展開 株式会社イージーネット

近畿 大阪府 池田市 満寿美通商有限会社 9120902014812 輸入家具の卸・小売業からトレーニングジムへの新分野展開 三宅　伸

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社ケイツーサービス 1120002041112 バイクライダーが交流できる宿泊・ＢＢＱ施設付き複合型カフェ 上杉　光一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファーメイカンパニー 6120001161113 インターンシップ斡旋プラットフォーム事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社吉しや 9120101030140 焼肉店の強みを活かした中食・内食市場への参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 ケーエム化学株式会社 3122001018378 製菓分野向け極小容器の製造による新分野展開で売上拡大を目指す 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社イプリコ 2122001024666 新たなニーズを取込むレンタルスペースの運営事業の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 うどん製麺所　業－ｇｏ－ 本格うどん＋出汁パックのテイクアウト特化事業への転換 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｉ・Ｋ・Ｉ 3120001218295 自社保有のノウハウ・技術・人材を活かしたマイクロブルワリー開設の新分野展開 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｙ．Ｇ　ＧＲＯＵＰ 1120001170804 地元人気ラーメン店による、フランチャイズ事業とプロデュース事業を展開する事業計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｔ－トラスト株式会社 5120001194485 １００年経っても大丈夫！米軍の軍需技術である新塗装剤導入により防災・減災を推進し、国土強靭化に貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社プロ・スタッフ 1120101025676 最新設備と独自の加工技術を活かした再生医療業界への新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｔ．Ｋ．ｓｔｙｌｅ株式会社 4120001169281 ペット共生型グループホームの開設・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社田中ぶどう園 3120101049533 都市と農村を繋ぐ、ぶどう狩りとジェラート事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 堺市中区 タニ工業株式会社 9120101004169 軽量・耐摩耗を追求したタニブランドの脱着装置の製造事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 池田市 有限会社内田組 3120902014454 ドローンを活用した構造物点検、除草剤散布および防鳥対策事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シフトオン 5120001176624 「スタジオプログラム専門フィットネスクラブ」による地域・健康増進事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゆう亭 船場料理を武器に宮津へ、和オーベルジュで地域の観光需要も喚起 廣岡　茂男

近畿 大阪府 八尾市 高田金型工業株式会社 8122001019207 ＩＴ×職人の金型技術を活用し、新素材セラミックの金型と成形装置の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 グリーン環境メンテナンス株式会社 4120101038857 地球環境とストレス社会の改善を両立するリフォーム事業の確立 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 文明商事株式会社 4120001207504 ブランド和牛と高級果物を通信販売・輸出し、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 豊中市 株式会社ＹＳプランニング 7120901030226 軽食からしっかり食事まで！地域ニーズの大きい、深夜にデリバリー・飲食可能な本格レストランの開業 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ｋｏｏｋｏｏ＆ｃｏ 6120901002928 飲食店経営会社による飲食業就職に特化したＢ型就労支援事業所の開設 表　順一

近畿 大阪府 大阪市大正区 有限会社三愛 8120002064619 アイスクリーム及びパフェのフランチャイズ展開によるテイクアウト販売及びデリバリー販売の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西成区 太陽株式会社 8120001198178 自社製品の無人店舗販売から自動販売機による販売への業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社武城 4120001190576 ウィズ、アフターコロナを見据え、こども食堂を併設した、お惣菜居酒屋への新分野展開 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｓｅａ　Ｂａｎｋ株式会社 8120001176200 関西初のフルオーダー型回転寿司店舗出店による売上Ｖ　字回復計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＯＢＵ 7122001029776 飲食店ノウハウを活用した精肉店への転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 じゅうじゅう亭 地域ブランドを活かして食品のネット販売という新事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 カーショップ　ジョイン ＯＢＤに対応した自動車整備工場併設によるカーライフトータルサポート事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 佳味　光月 懐石料理の味を自宅にお届け「おうちごはん」お取り寄せグルメ事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユーティリティースポット 5120001208328 アメ車に特化した自動車屋が運営するアメリカンフードトラック 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社五徳 9122001002302 紙・プラスティック製品卸売事業から銅買取事業への新分野転換 中村　哲也

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社アイ・シー・ビー 9120002071408 ジム併設型の創業支援の場の開設で顧客満足度向上・新規顧客獲得 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グロウイング 6120102016488 沖縄で多言語対応したＫＩＯＳＫ端末導入でインバウンド特化型のレンタカー事業による売上確保 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 サン・フォレスト株式会社 6120001043749 今井宗久ゆかりの地で空き家を茶室のある共同利用型オフィスとして活用 福本　功

近畿 大阪府 大阪市生野区 平成未来株式会社 5120001227336 参入障壁が高い、ニッチなドール市場への参入プロジェクト 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クインボンド 1120001199612 最新鋭急速冷凍・セントラルキッチンを設置した冷凍・生鮮食品ＥＣ通販事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 カガリ縫製 バスタオルヘム加工分野への新規参入 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社閣雲堂 7120901023287 仏具業者がＤＸで制御盤製造販売へ新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社トシカワ 7120001125711 小ロット対応・スピード生産を強みとした、刺繡・マーキング加工業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 松原市 焼肉富士 松原のロールモデル飲食店を目指す。老舗焼肉店の味を、ご家庭に届けます。 秋田　豊

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジー・アンド・エフ株式会社 9120001094987 寝装品業向け撮影スタジオの開設及び自社ブランドの国内生産・販売の夜収益計画 松川　吉信

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社佐藤酒店 6122002001917 飲んで選べる！１人分で買える！ワインとウイスキーの大型専門店 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 りゅうぼく歯科 新たなインプラント周囲炎治療法の実用化と事業化及び普及事業 兵庫太和税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社日勝亭 4120001210441 老舗ビリヤード販売業者が行う初心者からプロまで集うビリヤード場の運営 西谷　友香里

近畿 大阪府 大阪市中央区 大和串Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 2120001125146 ＢＢＱカフェと宿泊施設、マリンアクティビティの複合業態「串本マリンＱ」 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 8120001084031 板金塗装事業の開始でトラック・重機のトータルサポートを展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社ベルネッツ 9120001118523 処理に困る鹿肉をペットフードとして商品化し、オンラインで販売 世古　建一

近畿 大阪府 交野市 串焼大倉 秘伝のタレを用いた串焼のテイクアウト事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社福井興業 4120101055860 スピード重視の外壁塗装ワンストップサービスの立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 シー・エイ・ピー株式会社 2120001105701 個人ブランド企画者向けワンストップ製造販売受託事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 有限会社愛媛製作所 4120902017794 ロール加工の高度化によって実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営
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近畿 大阪府 大阪市都島区 日本カード株式会社 1120001048661 当社の強みのハウス・カードを券売機に応用し、社員食堂・学生食堂の無人化省人化を推奨して新しい市場を切り拓く事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社酒井マーク製造所 6120001079792 粘着面への印刷を実現した製品単体の営業力を向上させる２層シールの両面印刷等提供計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 比井　宏志 腰痛・痛み改善トレーニング事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＩＭＩＹＡ 2120001220491 二輪車ツーリズム率先型キャンピング施設の運営 税理士法人アップパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エコサービス 4120001171329 伝統文化に寄り添う観光撮影サービスで京都経済の活性化へ貢献！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＵｐＧｒａｄｅ 5120001197331 間仕切り用造作家具の販売により、壁が要らない新しい形のリノベーションを提供する ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社アクア 3120002019453 ダイビング専門から総合型マリンレジャー産業へ 伊村　睦男

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社関西工作所 2120101001206 「下町ロケット」に続け！産業用ロボット部品の加工へ新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 ａｐｐＲｅｃｉａｔｅ．合同会社 3130003004569 介護食事業企業初「薬膳介護食セントラルキッチン」新設と薬膳料理の開発・販売事業 伊村　睦男

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社りんくうビジネスアシスト 5120001144234 専用ポータルサイトを活用したベトナム人の人材紹介事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 箕面市 日本総合ホームセンター株式会社 9120001125718 ＡＩ×ＶＲ（３Ｄ）を活用したリフォーム提案自動化システムの開発 的場　俊雄

近畿 大阪府 八尾市 株式会社上田工務店 4122001032254 顧客要望に対応する、魅力的な海外テイスト家具のオーダーメイド 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社栄紙工所 5120001226998 ＡＩ搭載ＶＲ活用によるピッチングマシンを導入した室内野球練習場事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ゆきえもじ 1120001209643 昼はテイクアウト、夜は居酒屋メニューが楽しめるラーメン店 中原　広一

近畿 大阪府 守口市 アルテックス株式会社 8120001155204 異業種への参入により長期収益を確保し経営リスクの分散を行う取組み 渡邊　良享

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｍｅｄｉａｇｅ 2120001175513 ペットブリーダーと個人のお客様との直接取引を支援するＷＥＢポータルサイトの構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 ろ七タオル株式会社 9120101038539 消費者向けタオル製品の製造、販売によるコロナ禍、物価高騰の克服と事業の長期的な発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社エド写真工芸社 4120002000115 ＩｏＴ銘板の開発による中小企業のＤＸ化推進事業への新規展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社イーストエンドカンパニー 8120001119118 ＩＴ指輪で健康管理！海外販路を活用したスマートリングの製造販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 枚方市 あっちゃんの台所 飲食店経営から、地元に根づいた会員制インドアゴルフスクール運営事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 南河内郡太子町 株式会社岸本組 6120101031471 地球にやさしいタイヤ販売と出張取付 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グラシアス 3120001175909 企業の電気代を削減！コストにも環境にも優しい次世代節電ユニット販売事業 岩井　久典

近畿 大阪府 箕面市 寺澤美紀 廃棄予定の花を活用するエシカルなドライフラワー販売事業 赤田　健行

近畿 大阪府 堺市中区 ヘアーアベニューベンケイ 理髪店によるメンズトータルビューティー事業の展開 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社曽田印刷 5120002072566 心温いお絵かき水筒からコロナ禍で傷んだ心も体もヨガで癒す事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社アクア 3120101040921 学童保育施設への本気のおやつの安定供給事業 矢野　哲夫

近畿 大阪府 大阪市城東区 ロビン 「癒し」にこだわり都市近郊のキャンプ場にサウナ施設を開業する 弓手　宏亮

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ＦＲＵＯＲ 9120001217746 本場の中華料理自社デリバリー事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 ＮＰＯ法人ＨＥＬＬＯｌｉｆｅ 4120005011464 既存主力商品を取り下げ「体験型の茶屋」に一新　ーインバウンド需要を見据えた新たな茶カルチャーの発信ー 烏野　利勝

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スマートグリッド 6120901019055 セントラルキッチ化と燻製スイーツの持ち帰り宅配店舗開発 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 東大阪市 サンケイ城北サービス株式会社 9122001003606 地元大型小売店へのキッチンカー販売でコロナ禍に食の温もりを！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社トライアンズ 5120001219498 高架下テナントを利活用した地域密着型バスケコミュニティの構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 焼肉・韓流鉄板鍋　すずらん ランチ難民救出！持ち帰り＆冷凍自販機で山形・仙台牛の味を販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＴＦ 7120001223481 フィットネス利用後にぴったり！身体に優しい総合ケアサロン開設 廣岡　茂男

近畿 大阪府 松原市 株式会社時 1120101062389 旅立ちのお手伝い企業がカフェに進出！絶品スフレチーズケーキ！ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 守口市 株式会社淀川製作所 6120001156963 小型炭化ユニットと改善・進化設計の場への創設展開事業 税理士法人ＫＪグループ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ＧｒｏｗＬｅｇｉｏｎ 8120001146450 自宅でもプロの味を。餃子がイチオシのテイクアウトもできるお店 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市北区 ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 4120001223740 バリスタ世界チャンピオンの焙煎所！最高のカフェラテをご自宅で 松本　佳之

近畿 大阪府 箕面市 合同会社でびゅ 7120903001381 五感を開放し”ととのう時間”を提供するメディテーションスタジオ已今当（ｉｃｏｎｔｏ） 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 サクセスサポート株式会社 5120001134730 子ども達の明日を築く！！学童保育×英語教育『ＣＡＮ－ＤＡＹ』 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｓｏｌｕｍ 4120001238821 脱毛サロンが完全無人営業２４時間利可能フィットネスジムに挑戦！ 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＲＥ＆Ｓ　Ｊａｐａｎ 2120001141382 海鮮卸問屋が自社加工冷凍商品でアメリカ中部の日本食シェア独占 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｎ　ｃｏｍｐａｎｙ 9120001181439 コロナ禍で閉店した老舗焼鳥店復活でアフターコロナの工事も獲得 廣岡　茂男

近畿 大阪府 守口市 廣岡中小企業診断士事務所 守口市近辺の若手士業×創業者に「育てるオフィス」で旱天慈雨を 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社共和放電 1122001018289 自社の強みであるワイヤー放電加工技術を用い加速器分野へ進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市中区 ＭＯＲＲＯＷ 美容室で１０分・１０００円、男性向け髪のメンテナンス予約プラットフォームの新規事業 セブンセンス税理士法人

近畿 大阪府 守口市 株式会社パワーオブインシュアランス 4120001206828 買取業を通しての地域経済活性化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社コーナン工業 6122002010182 高品質と低コストを同時に実現できる模倣困難性の高い生産体制の構築により建設分野への参入を果たす 北伊勢上野信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｅｒｕｃｉａｓ 6130001065577 多様なエンタメサービスを提供するライブ配信アプリ業の開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 古田鋼業株式会社 7120001050587 排ガス規制強化に則ったＥＧＲ大型船に対応した厚板切断加工体制の構築 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社藏家 8120001176423 木の造作キッチン・家具・建具・木造トラス工法倉庫事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コレクト 5120001182275 自家製生パスタの卸売業とカジュアルバーを経営する事業計画 永和信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社大新製作所 3120002027497 電気自動車普及に貢献する大型プレス金型製造プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 八尾市 有限会社共和商会 2122002015656 薄板切断と豊富な鋼板在庫能力に二次加工を付加した農業機械等への参入計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社マウントフィールド 8120001194623 薬食同源の健康サポートへ生産者らと連携、調剤薬局の「冷凍野菜」製造プラン 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 吉田博水産株式会社 2120001036830 大阪中央卸売市場内に、安全・安心の鮮度管理を保障する物流センター事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社オーエス産業 4120901015477 協力会社との連携・自社ノウハウの活用により、廃プラスチックの再資源化に取り組み、資源の循環化に貢献 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社新高製作所 4120001013241 大型化した免震エキスパンションジョイントの短納期化等による受注率向上 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 下野金属株式会社 5122001003304 市場拡大する物流システム機器分野向け生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西成区 日機工業株式会社 2120001004052 ＣＮＣレザーパンチプレスで安全用ロードブロッカー部品への展開 堀田　幸男 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社井村商店 6120001233647 鋼材卸売業でのノウハウを活かした、半導体製造装置部品製造における一貫体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ナカムラロール 8120101041758 ロール製造技術を活かし、ＥＶ自動車関連産業への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＳＴＡＮＤＡＲＴＨ 1120001146267 新倉庫建設による冷凍冷蔵品の自社配送実現と配送代行サービス提供の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社リッタイ 9120101007964 自動車部品用中型ダイカスト金型製造に新規着手する事業計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 国松株式会社 7120001001771 食品等向けに重量物密閉用途のポリ袋製造を新たに事業化し売上増大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社うたた寝屋 7120002068273 リラクゼーションマッチングサービスへの新事業展開 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 富士建設株式会社 8120001154486 新たな暮らし方とストック型社会の実現を共創するリノベーション 安藤　亮史

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社４ｇｒｅｅｎ 7120001125546 保有ノウハウを生かした、ペット同伴可能なレストラン事業への進出 安藤　幹根

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社エフ・ティナカニシ 9122002000783 フルーツ感がたまらない！みんな大好きソフトクリーム・ｗｉｔｈ・果物事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 カワモト・マニュファクチュアリング株式会社 9120001054578 ＡＩ接客ロボットに会える！町工場が挑戦する「冷めてもおいしい」ベビーカステラ店の新事業展開 中本美智子

近畿 大阪府 和泉市 株式会社花藤 2120101045153 葬儀事業のノウハウを活かしたペット葬儀による事業再構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社瓢月堂 6122001019836 大人向け新ジャンルお菓子「お酒に合うサブレ」の開発、製造 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市住之江区 住吉鋼管株式会社 5120001030954 鋼管研磨機などを導入、建機用鋼管の高付加価値化を目的に業態転換を図る 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社大阪送風機製作所 6120001004593 需要が拡大するＥＧＲブロワ増産のための取付プレート内製化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大東市 光陽工業株式会社 8122001015313 デジタル技術と高精度加工を融合させた生産プロセスによるＥＶ市場への参入 北浜グローバル経営株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 山大興業株式会社 3120101007417 製造業向け鋼材の３次元精密加工技術確立による事業再構築 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 泉南市 山陽製紙株式会社 8120101044117 「ＰＥＬＰ！」を活用した新分野展開で事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社合同アーバス 9120001001803 板金加工技術を通じて、半導体装置産業へ新たに参入する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 フカイ工業株式会社 7120901020887 医療機器関連部品の製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営 商工中金リース株式会社
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近畿 大阪府 大阪市港区 大港食品株式会社 1120001029273 「ダイコーパン」を全国へ！個包装した冷凍焼成パンの需要に応じる 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サーテクノコア 9122001014966 金属表面処理を行うための表面処理テスト化工及び被膜評価の受託事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｋ－ＴＥＣ 2120001233576 配管工事経験を活かした船舶用バルブ製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社川下機工 6120001147599 自動車部品製造で培った品質管理を活かした、アウトドアスポーツ競技に係る部品製造計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 宮原防災設備株式会社 3120001008762 防災設備設置点検事業からデジタルサイネージ設置工事への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社三原金属工業 4120001018975 スーパーマーケットのＤＸ推進に貢献！高性能な次世代カート製造業へ新分野展開計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社畑住建 7120001169626 建設事業の施工ノーハウを活用したコインランドリー事業への展開 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 堺市南区 東和工業株式会社 7120101004567 ポリマー碍子の国内量産体制を構築し、予測される送電網の次世代化に備える 立野　靖人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ハラダ 8122002017291 動く時のフラつきを防ぐスポーツ用ソックス・シニア用ソックスの製造事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社高瀬製作所 9120002001224 熱ひずみを極限まで抑え込むレーザ加工技術を構築することによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 宝永ゴム株式会社 2122001007043 販売部品の国産化によるサプライチェーン強化に向けた事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ビスワス 3120901037365 インド料理店の経営を支えるワンストップコーディネートサービス																 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 株式会社ヒラタ 9120001069535 金属切削加工分野への進出に伴うロボドリル２台導入及び工場改修 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 パニンクレットジャパン株式会社 5120001114732 既存事業の海外取引実績を活用した卸売業から小売業への新規進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社ＴＯＳ 7120002055593 クラウド型タスク管理サービス導入による受託事業からの脱却 白井　利明

近畿 大阪府 大東市 株式会社ロワパール 5122001033202 ２４時間無人インドアシュミレーションゴルフ場を開設し新分野展開を目指す 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社松本 9122001013860 需要が拡大するＬＥＤ導光板を使った他社に先駆けた新事業展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 堺市東区 有限会社赤木工拓 7120102012924 基礎工事の知識と経験を活かし、新たに杭抜き工事業に進出する事業計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｅｄｉｓｅｒｅ 2120001123678 業界初のオンラインで受験できる「ＡＩが出題する模試」の開発事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＴＯＰ印刷 1120101023671 最新型ラミネーター機導入によるＰＰ加工事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゴルフブック株式会社 4120001220250 予約制の完全非接触型ゴルフスタジオによる健康寿命の促進 みんなの税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 グローバル・インシュアランス株式会社 1120001023193 ライフステージに寄り添ったメモリアル撮影のためのバーチャルスタジオ開設 片岡　誠司

近畿 大阪府 大阪市生野区 進興鍍金工業株式会社 5120001017720 新たなめっき装置の生産ラインの導入と外注加工の内製化を推進する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社三起 2120002030782 飲食サービス業を営みつつインターネット附随サービス業に進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＡＳＳ 2120001112004 ＬＥＤ照明付随ＵＳＢから給電する防犯カメラ等を有した防犯システムの開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社金剛製作所 6120001017414 新分野のグリーン成長分野で利用するコジェネ向け配管加工事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ルディア 7120001173917 美容鍼サロンが開発する「白キクラゲのスイーツサプリ」による事業拡大 尼崎商工会議所

近畿 大阪府 泉南市 有限会社金田家具 2120102027514 ニーズが高まっている１日型デイサービスを導入する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 ツカサ工業株式会社 3120101045094 新規開発の特許製品の特殊継手を用いた管工事の工法変更による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ハウスラボ 1120001137662 ＢｔｏＢからＢｔｏＣーＥＣに変更し、住設機器交換・修理業を多商品化した業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社木下金型 9120001234452 精密研削機を用いた高精度プレス金型の製作 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ケー・プロジェット 2120001099019 生産性向上を目的とした協働ロボットのソフトウェア設計事業への参入 辻　拓真

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社共栄空調 3120001205558 京都府南丹市美山町における車中泊を楽しめるキャンプ場運営事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 有限会社平野製作所 1122002015517 ５軸加工機の導入を通じた設備体制の再構築による医療機器業界への新規参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ヨシダオートサービス 6120101024748 改正車検制度に備えた法人向け自動車サービス事業への新分野展開 井之川　宗弘

近畿 大阪府 大阪市浪速区 三多国際株式会社 5120001162871 和洋中ダイニングから中国東北文化体験型焼肉店への転換 檜垣　典仁

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 有限会社岸野セレモニー 1120102024248 家族葬専用式場におけるオンライン葬儀サービス事業への進出計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社和泉セレモニーセンター 3120101041201 スマート葬儀及びデジタルサイネージ広告業への業態転換 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社田中商事 2122001025846 新たに管径φ１００～１５０ｍｍの小口径管路調査を行い持続可能なインフラ実現に貢献 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社みさき 7120101053300 農作物加工品の新製品製造、品質向上、６次化製造業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社阪和溶接工業所 4120102003810 レール溶接検査の内製化と品質管理サポートによる売上回復計画 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 柏原市 株式会社誠設備工業 9122001023273 自社の強みを活かした奈良県初の「エアストリームカフェ」の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大建技術コンサルタンツ 1120001056524 ＩＴに強いという強みを生かして下水管の診断業務に参入し経営基盤の強化 村治　規行

近畿 大阪府 八尾市 宮崎株式会社 3122001020251 廃プラスチックを商材へ転換する資源循環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 大阪市大正区 株式会社睡眠考房まつい 7120001130199 寝具卸売業から顧客ニーズに寄り添う機能性寝具製造業への転身 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 昭和化工株式会社 1120001055955 豆腐製造のコスト削減と効率化を叶える豆腐用消泡剤の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 スクリューズ株式会社 5120001027620 ＣＮＣ精密旋盤導入による二軸延伸フィルム製造ライン用スクリューの量産体制構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社イルアス 4120101055043 レーザー溶接を活用しメンテナンスフリーのミストコレクタを開発 株式会社ピースマネジメント

近畿 大阪府 岸和田市 フォーユー株式会社 7120101049620 第５次岸和田市障害者計画に基づいた福祉事業で安定経営を目指し、地域ニーズに沿った事業を展開します。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 豊榮印刷株式会社 4120001070282 高級化粧品市場向け高級化粧箱の事業化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 池田市 株式会社ｒｏｓｅｔｔａ 2120901036814 店舗設計業から消費者向けに不動産・デザイン・リノベまでトータル提供する地域密着型ライフスタイル提案建設業への業種転換 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 かもめ不動産株式会社 7120001232978 住宅老朽化が進む地域で「住み続けられる街づくり」のＳＤＧ＇ｓ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ショウキ運輸 4120101050754 地域密着型２４時間営業のトレーニングジム運営に独自サービスで挑戦する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＱＲＡＵＤ 3120001127991 自社高級ブランドを生かしたフルサービススタイルの個室高級焼肉店の出店 塩津　友輝

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ショウナカ 5120001247202 最新鋭曲げ加工機導入による空気清浄機向けへの新規参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社ハシモト製作所 8120002047747 最新のマシニングセンタ導入による半導体分野への進出で事業再構築を実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 宮里金属製作所 新型コロナ禍で市場拡大するスポーツサイクル市場への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブレンディング 5120001047180 ３Ｄ技術を活用したスポーツアパレル製品デザインのＤＸ提供 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社トウキン工業 9120901024812 溶接加工技術を活用した、高齢者用ＩｏＴトレーニング器具の製造開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リッシ 7120001116504 プロデザイナーが提供する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 古賀組 自社ＥＣサイトでの肉とキムチをメインとした韓国料理の通信販売 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ライズワークス 8120901037971 保護犬・繁殖引退犬の譲渡（販売）事業 税理士法人　池田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社三和 2120001129221 新たなリサイクル製品での新分野展開 松田　峰成

近畿 大阪府 八尾市 株式会社天徳工業 4120001121457 メーカー各社の「西の製造拠点」として新たな引き合いに応える新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 門真市 土井池設備工業株式会社 3120001157840 設備工事部材製造販売による資本生産性強化に係る取り組み 株式会社アライブビジネス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レイファー 2120001173228 ポストコロナ社会へ向けたエステティック事業への進出計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ディー・エヌ・ティー 3140002068226 高まる国内観光需要に対応した完全非接触型の戸建て宿泊施設 みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社くれえる 3120001078616 「バスる動画・オリジナル化粧品！美容系人材の収益事業化支援事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 寿精版印刷株式会社 1120001022823 印刷事業からサステナブルな混抄和紙の開発による和紙製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市旭区 寺西化学工業株式会社 2120001000803 関心が高まるＳＤＧｓに充分配慮した筆記具を製造する事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 一般財団法人日本教育支援機構 8120005011758 すぐに使える特別支援教育オンライン教材＋ブランド化 横尾　美晴

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社東製作所 4120001022663 小規模飲食店や工場設備の厨房機器製造から、大手外食産業向け製品の受注製造への挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ．ｍｋ株式会社 2120001136424 ＥＣサイトの構築による非対面のＥＣコマース販売事業 上田　明雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイディールホーム 7120001169048 「日常の中で気軽に行ける温泉旅館」気分を味わえる酵素風呂サービス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社一柳金型製作所 9120002026246 プレス成型シミュレーション技術を生かしてＥＶ金型市場へ参入する！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 日興鶏卵荷受株式会社 7120001006085 共同配送でＣＯ２排出量を削減！配送業と産直品等販売店へ進出！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＬＯＯＰ 1120001123828 国内生産のカーテン縫製事業で図るトリプルＷＩＮの事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社シルキードライ 7120001149727 クリー二ング需要の縮小に伴う工場の縮小と洗濯代行サービスの開始 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 枚方市 豊栄産業株式会社 9120001150625 環境配慮に特化した内装装飾造作物製作事業 株式会社商工組合中央金庫



13 / 23 

事業再構築補助金　第７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 大阪市平野区 株式会社和田金型 1120001117532 ＥＶに必要なリチウムイオン電池の封止及び配列容器の金型への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社三鷹倉庫 8120001018939 国内外Ｅコマース事業者に向けた物流支援サービス事業 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社日本物流 3120001040666 販促物等の印刷事業進出による顧客拡大及び高収益化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 田中金属株式会社 3120001052190 プレスブレーキの導入による新規受注と生産性向上による量産計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社西尾技建 5120001145208 大口径・大深度対応のＩＣＴ地盤改良機導入による施工の効率化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ハセガワ 9122001022795 最新型切削装置の導入による半導体及び電気自動車給電設備の製造装置分野への進出 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社イトー 5120101000361 事故多発エリアにおける先進安全自動車ヘルプセンター事業の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社関西パートナーズ 3120001112044 ゴルフ練習場を開設し、コロナ禍の不動産業低迷の影響を打破する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南市 古宮タオル工場 衰退産業への依存脱却と新たに観光農園と農園カフェを始める事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 清水鉄筋工業株式会社 1120001139064 低磁性鉄筋等の生産体制構築によるリニア新幹線業界への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社旭東金属 1120001019968 カーボンニュートラルへ資する真空チャンバーの生産体制確立を通じた新分野への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社浅草 9120001073479 持ち帰り・慶事用飲食という新サービスを開始するため店舗を改修 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社前田興産 1120001058396 瀬戸内内の自然を生かした産後ケアを実施し、地域の課題を解決する助産院の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社小野工建 5120901009156 建設現場における事故を減らし職人の安全を確保する。次世代防護棚のレンタル事業 本出　一正

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ＨＡＲＡＫＡＷＡ 2120101050723 ＥＣ事業を使ったコロナ後の新しい高級中国料理店の経営モデル ストラーダビジネスサポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｈｉｃｏｍｐ株式会社 7120001214373 軽貨物運送事業者の経営に貢献できる、自動車整備業参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＳクリエイト 6120001168174 完全予約制の素材にこだわりを持った創作ジビエ料理店への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アール・ジェイ・エス 5122001014103 車検指定工場の認定を取得し、ＥＶ車中心の次世代整備工場へ転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 冨士灯器株式会社 8120001006324 アウトドアブランド「マイルストーン」を活用しＳＰＡへ進出する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オーシャンビュー 5120001210135 内外資源をフル活用した高付加価値プライベートエステサロンの経営 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社小松 3120901033653 地方の染色企業の設備を承継・補強し、製造業に展開して付加価値製品づくり事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社湖北東洋医学美健 7120002009517 介護ＤＸで高齢者増と職場の効率化に対応した通所介護事業 十　茂

近畿 大阪府 大阪市北区 シェリー アッパー層をターゲットにした新たなまつ毛エクステサービスの展開 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 高槻市 ＭＡＲＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ ライブ配信＆ＥＣ促進撮影用貸し切り制作スタジオ 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 箕面市 徳岡デンタルクリニック 歯科医院によるデジタル特化の技工所開設と包括的診療の強化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＪＯ－ＷＯＲＫ株式会社 2120001049403 ＥＶ充電器と通信連携する充電予約アプリ開発を伴う運営管理ワンストップ事業 税理士法人オークラ会計事務所

近畿 大阪府 富田林市 浪速工業株式会社 2120101031087 振れ止め付きのＣＮＣ旋盤導入による幅広い新たな金属加工部品を製造する計画 大阪シティ信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 大阪府 八尾市 有限会社中製作所 9122002014429 金属精密部品製造ノウハウを生かした輸出用工業製品部品の量産対応 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社鳥本工業 8120901040430 ウイズコロナ　独自技術によるアクチュエーターの低コスト化と短納期化 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ｋｏｔｉ 新店舗によるヘアサロンからトータルビューティーサロンへの展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社興和製作所 3120001032647 工場自動化に向けた製造業の肝となるプーリーへの製造参入！ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ホープツーワン 7120001008602 法人向けのメタバースプラットフォームを開発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 大阪市西区 株式会社中森製作所 2120001224096 難削材を用いたボルト製造で電力発電・航空宇宙市場へ参入する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大東市 株式会社Ｓｐｏｒｄ　ｋｉｙｏｉ 7122001023639 Ｄ２Ｃ販売網を新たに開設し、カスタムオーダーに対応可能な生産体制の確立 水上　和之

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ヴィジョンクリエイト 8120001113319 精肉加工技術の活用による「精肉インターネット販売事業」の新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社アイズ 6120101055561 社会的課題解決のために重度障がい者グループホームの設立 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 松原市 旭紙工株式会社 8120101024894 衛生用品、医薬部外品アッセンブリ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社アイティケイ 7122002013003 無人冷凍餃子販売所の事業化による経営多角化計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＫＡＳＩＫＡ 4120001145976 売上減少に悩むデザイン会社が新たにキュレーションサービスを展開します 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社稲田製作所 4120001019544 ３次元マシニングセンターを活用するコロナ下での製造革新の取り組み 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ナコム 1122001005428 リアルな高齢者用やわらか食で福祉施設入居者の豊かな老後を支援 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 神戸ドラム株式会社 9120001026305 ドラム缶のリユース技術を活かし、潤滑油剤（グリース）の小分け充填事業に進出し、日本の“ものづくり企業”の発展に貢献 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 田村工業株式会社 8120001157679 精密切断加工機の導入による特殊鉄筋の製造体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 大裕鋼業株式会社 9120101003930 電磁鋼板のスリッター加工対象に「ＥＶ向け」を追加するための大胆な設備投資計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スタイルクリエイツ 6120001102496 ＡＩを活用した食生活管理サービス事業への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｍａｔｃｈ 「居酒屋の名物から揚げ」を販売するテイクアウト・デリバリー専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ｏｒｂ 5120001124797 活海老焼きも楽しめる焼肉屋の出店とテイクアウト事業への新展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 立ち呑み処　あたらしや コロナ禍に市場が拡大しているテイクアウト事業開業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社タカテック 6120002056741 ＮＣ旋盤導入による産業用機器部品事業分野での事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社長浜 1120001224254 豊富な飲食店運営ノウハウを活かしたＡｆｔｅｒコロナ時代対応の新規出店 浅井　健吾

近畿 大阪府 大阪市北区 日邦電機株式会社 3120001057603 建設業界向けクラウド型の遠隔管理システムを提供する事業計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社プラス・ノーブル 9120001181166 就労継続支援Ａ型にて建築ＣＡＤ等のスキル形成を実施し社会課題に資する取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社三協 5122002013847 設備工事業から機械部品を製造する金属加工業への新分野進出計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アキュードジャパン 7120001115720 健康志向を背景にコロナ感染対策に配慮したインドアゴルフ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社豊里金属工業 2120001052497 ３Ｄスキャナ等の導入によるリバースエンジニアリング事業の構築 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社雨風 5120101000452 ３３３年続く老舗「糀屋雨風」の糀（こうじ）を用いた代替肉への挑戦！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 ＲＡＭＳ株式会社 8120001215610 新開発の洗浄機で一体型マフラーの切断・溶接不要な洗浄サービスの展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 辰己屋金属株式会社 2120001084086 唯一無二で厚い部材に対応可能なスリッターラインの導入事業 株式会社名古屋銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ベクトル 1120001230129 専用装置を用いたカラス撃退サービス事業の実施 永田　強士

近畿 大阪府 東大阪市 大一精機株式会社 4122001003882 ＮＣ複合自動盤等の装置導入による特殊パイプ継手の量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社Ｋ・Ｓデザイナー 2120902021583 小型精密加工機の導入によるニーズが高まっている極小金型市場への進出 北浜グローバル経営株式会社 三井トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 光金属精工株式会社 5120001013389 ＣＮＣ自動旋盤機導入による加工高精度化及び充電・蓄電器分野への新展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社川上自動車鈑金塗装 4120101042231 環境および人体に配慮したサステナブルな水性鈑金塗装に転換する 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 大阪造園土木株式会社 1120001072546 剪定現場における木材の出張チップ化及びバイオマス発電企業への販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 富田林市 大阪高波株式会社 9120001040578 高周波スイッチング電源用トランス量産計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カンネツ 7120001114128 食品の冷凍加工に使用する急速冷凍機の製造販売 細川　佳但

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社Ｅｓｐａｃｅ 7120001197973 アニマルセラピー効果で自立を促す障害者グループホーム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社Ｋ＆Ｇ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5120002061602 女性活躍の支援を通じた地域に愛されるピラティススタジオの開設 片岡　誠司

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社朝山組 7120001030242 需要が見込める好立地に最新のコインランドリーを開業する計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 三和パッキング工業株式会社 8120901023996 完全自動化によるＥＶ自動車・建機・農機用の部品生産事業と部品組立事業参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社辻ウッドテクニカル 4120101065876 ストーリー性のある日本固有の木材と金属を融合させたキッチンツール開発におけるカスタムオーダーでの海外展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ｏｈｓｔｉａ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 6120001118864 笑顔あふれる就労継続支援施設で体に良い駄菓子カフェの運営 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｇｏｆｆａ 1120001213802 顧客に遠隔非接触で古着の提案販売が行えるシステムを導入し新事業を成功させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社室谷 7120901034350 金属加工の技術を活かして、ＥＶ自動車の金属部品製造へ進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 不二精機株式会社 3120001018670 医療分野とＥＶ産業のものづくりを支える精密金型を提供する業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＫ精密 7122001030593 ２４時間・高精度・高効率加工によりミクロン単位の需要に応える 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｎｉｃｏ． 情報発信地×インフルエンサー　革新的美容ＤＸに挑戦！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社デジタルアックス 5120001194857 ＤＸ化によるＥＣサイトシステム構築とメタバースにおける新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＩＲＡＣＲＥＡＴＩＯＮ株式会社 1120001173237 人的資本経営に基づき「自ら育つ環境」を支援する新しいクラウド版人事マネジメントシステムの構築 花山　和士
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近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イーパラス 3120001120740 導入装置により国産生地のセミオーダーの自社ブランドの製品を製造する業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ヒラカワ 6120001069538 大規模設備投資を通じた業態転換による売上拡大と収益力の向上 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆｒｅｓｈ　Ｓｐｅｅｄ株式会社 5120001210077 生産者と消費者を繋ぐオークションサイト型産直市場の開設 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 奥野鋼材株式会社 8122001001305 ＥＶ部品用金型鋼材の短納期提供による技術開発とＥＶシフトの促進 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市西区 伸友建設株式会社 7120101003255 都市部における狭小地特化工事での一貫したサービス提供による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社イワサキ 6120001030292 『病院向け購買及び物流管理ソフト』の開発販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＭＴＫモールドテック株式会社 5120001182861 専用区画での射出成形導入による樹脂成形事業の推進 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 オーエス株式会社 2120001059617 心と体に健康を届ける新規事業開発「都市型個室サウナ　」 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＤＧ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 9120001161688 動画制作・映像制作・レコーディングがワンストップでできるエンタメ総合スタジオの運営 小元　文隆

近畿 大阪府 松原市 株式会社コマチ製作所 9120101029447 工作機械向けの部品製造力を活かし、油圧機械分野に進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社谷口製作所 6122001022195 ロボットを活用した省人化生産体制の確立による半導体関連部品加工分野への新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社清光 8120001156037 大型部品対応設備導入によるガソリン車部品依存体質からの脱却 大阪信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社イデアルディレクションズ 4120001178605 業界課題を解決するＷＥＢデザイナー育成事業。	 加藤　祐輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オーティーシー 3120001076561 オーダーメイドスクールを中心としたドローンビジネスの提供 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社大阪ケース製作所 4120101033552 ＢｔｏＣ向けオーダーメイド段ボール製品の製造所兼店舗の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 茨木市 成和工業株式会社 6120901002589 高性能ファイバーレーザー加工機導入による大型製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ゼフィルス 6120001188767 冷凍餃子販売事業への新規参入による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 パインストリートキャピタル株式会社 7120001200670 淡路島に保有する遊休資産を用いた、ＤＸ活用型ワーケーション対応宿泊施設運営事業への参入 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 池田市 木下木材株式会社 3120901019504 パーソナルジム開設によりセルフメディケーションに貢献する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中央鍛工所 5122001014879 持続可能資源製造装置のコアとなる鍛造品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 泉佐野市 甚野染工株式会社 7120101039778 泉州タオルの風合い向上設備導入による高級品市場参入と事業拡大 北浜グローバル経営株式会社 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社朋友会 6120101022529 周辺地域の障害者と事業者を支える障害者就労支援施設の開設計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＺＡＺＡ 1120001129684 短納期で複雑なデザインに対応できるインクジェット捺染への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アートスクール大阪 9120001177214 ウィズコロナ・アフターコロナを生き抜く美術学校の生き残り戦略 得田　政臣

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＯＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 8120001180326 飲食店経営で培ったノウハウを活かし、完全個室のふぐ専門店に進出する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ダイプラ 1120001015380 医療関連分野への進出と環境配慮型素材加工の強化による事業再構築 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ＭＡＣオフィス 8120001033772 空き家を利用したフレキシブルオフィス化事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 竹田織物株式会社 2120101038248 炭素繊維及びペーパーヤーン織物の新規事業を展開する再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アシストリーシング 6120001201711 女性が入りやすい落ち着いた隠れ家のようなラーメン店開業 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 宇都宮鍼灸院 補完代替医療による妊活支援サービスのコンテンツ開発及び普及を展開 古家後　達郎

近畿 大阪府 大阪市東成区 大石金属工業株式会社 9122001001163 自動車エンジン部品の生産ライン構築による販路拡大 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大東市 大東楽器株式会社 9122001015568 音楽ホール・音楽練習室レンタル事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 箕面市 ＨＩＫＡＲＩ株式会社 7120901032156 風光明媚な景観を堪能できるグランピング事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 サンリツ電機株式会社 9120901037632 自社の強みと新たなスキルの融合による、産業用ロボット向け制御盤事業の立ち上げ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ドライブ 7120002051452 マキネッタ（コーヒー抽出機）専用自家焙煎コーヒー豆の販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社Ｍｏｖｅｄ 8122001032069 小豆島で地元の食とアートを楽しむ小規模宿泊施設 中居　広行

近畿 大阪府 高槻市 ＨＡＲＵＮＯ株式会社 1120901016998 店舗経営の経験や人脈を活かし、飲食店及び自販機事業を展開する 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ビットドクタージャパン 3120101057874 掘削及び杭打機能付き重機導入による送電線等鉄塔補強工事への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 一文字 「家飲み・中食」需要にマッチした、技術ノウハウ・人材を効果的に活用する鶏肉専門の惣菜店事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 平和鋼材株式会社 5122001006505 熱処理能力獲得によるＭＬＣＣ製造用金型材料の安定供給とＤＸ推進の実現 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社煌 9120101056417 解体工事で発生する産廃の収集運搬・保管事業に参入する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ダイビ 6120001033007 学生確保に苦慮する大学に対し新分野展開オリジナルグッズ事業で貢献する 田中　一郎

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社アルファセブン 6120003014319 障がい者の賃金向上を目指すｅスポーツカフェ併設の就労支援施設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 本田金属工業株式会社 2120101041904 蓄電池のプレス成型品の製造による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社 ディー・エフ・エル・リース株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ｄｅｎｔａｌ　ＢｉＯＶＩＳＩＯＮ株式会社 3120001143691 歯科技工業からＡＩを活用した中高生向けの学習塾運営業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ｎａｎａｐｌｅ 2120101024025 腕時計専門店からベーカリーショップへの進出による事業再構 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 池田市 株式会社西洋舎阪神 2120902014901 クリーニング事業のロボット推進による２４時間無人対応企業への転換 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社エネライン 3120101056802 トラックメンテナンス事業進出による地域運送インフラ維持への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社羚友設備 7122001014266 管工事や設備設置事業の強みを活かした、地下水濾過システムの開発・販売による事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ワイコム 3122001008115 ウィズコロナ・アフターコロナ対策ばっちりの飲食店事業をはじめます。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 交野市 トキワ産業株式会社 2120001151836 土壌汚染浄化剤・浄化水の製造設備と体制の構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 箕面市 Ｍｉｇｈｔｙ　Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 9120903002205 独自開発に成功した高性能ハードウェアで「てっぺん」を目指す新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ラドルフ 4120001203726 新しい生活様式に対応、自動車のリアル×オンラインのハイブリッド店舗で、一気に全国進出へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 門真市 リアライズ株式会社 5120001195715 パッティングラボ創設によるゴルフ用パター事業への本格参入（新分野展開） ベンチャーサポート税理士法人

近畿 大阪府 大阪市城東区 西喜合成株式会社 8120001015878 アジアを始めとした国際市場で先端医療に貢献する！呼吸測定器等に使われる高品質な医療機器用プラスチック部品の製造 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 奥田金属株式会社 5120001022803 全自動ドローベンチの導入により、生産性及び品質を向上する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社００９ 3120001188902 アートを中心とした展示表現を伴う「フュージョンダイニングバー」の出店計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 日本金銭機械株式会社 7120001022181 ハイパースペクトルカメラによる病理画像ＡＩ診断システムの事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高石市 株式会社５ＰＡＬ 2120101057470 知識が無いと出来ない「すべてを手に入れるトレーニング」 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 有限会社かな田 3120102024270 希少な植物を販売する観葉植物店（実店舗・ＥＣ）をオープンする計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社グランディール 8120001206535 歯科に特化した訪問診療サポート・デジタル化支援事業 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スカイ 3120901016575 キッチンカーの試験販売から多店舗展開のテイクアウト店の新規立上げ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社Ｋ＆Ｓ 3120101022985 新型コロナの不活化効果を持つスカルプ＆フェイスジェルの製造 溝川　裕也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワサビ 5120001123824 モノ・コトづくり事業者向けのインターンマッチングサービスの構築 トリプルグッド税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ロブ・クラッシック 9120002041096 古民家リノベーションと一体化した薪ストーブとサウナの体験販売 池田　寛太

近畿 大阪府 松原市 オートステージグローリー株式会社 2120101064608 ＤＩＹによる自動車塗り替えサービス提供による事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アマテラス 7120001124192 女性障がい者のために、多様な職種で未来の選択肢を増やす就労支援！ 齋藤　由宇

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 川崎毛織株式会社 4120101042933 新装置とＥＣサイトを導入しオリジナル毛布商品の小売り業に参入する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社クロスナイン 8120002068677 平日の送迎・夕食・延長保育に対応した幼児教室経営による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 ロシェル株式会社 2120101056968 自動車の新ブランドの総販売店事業による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社喜多工業所 8122001002030 高精度の多面加工が可能なマシニングセンター導入によるポンプ製造業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ホープアドバンスジャパン株式会社 2122001032280 フリーズドライ製品製造によるペットフード市場での新分野展開 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＹＯＢＯ 5120901039426 ＶＲを活用した非接触型の障害者機能訓練施設の事業化による事業再構築 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 ソフィア歯科医院 歯科技工内製化で低価格・即日の審美治療を実現する革新的業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社松本コンストラクション 5120001191367 被災地における、画期的な土壌改良機器を導入した暗渠排水事業 笹倉　宣也

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＢＯＮＤ＆Ｃｏ． 5120001176211 関西から世界へ、コロナ渦に対応したＳＤＧｓに寄与する革製品ブランド事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ＶＥＮＤＯＲ株式会社 1120101058643 競業から協業へ。リノベ展示場をつかった町おこし 行政書士法人アクティス

近畿 大阪府 高槻市 株式会社マナ 3120901012087 調味料ＯＤＭ企業による希釈用飲料市場への参入 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 三友通商株式会社 7120001080584 収益構造の多角化可能なシュミレーションゴルフ併設飲食店 末永　義孝
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近畿 大阪府 八尾市 株式会社健康堂 6122001022583 地元の子どもたちにＩＣＴ技術による学習機会を提供するプロジェクト 津田　伸也

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＮＯＯＲＤＷＥＳＴＥＮ 7120001182570 コロナ禍で増えたリモートニーズを取込んだ大日町活性化促進事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ダイマツ 8120901009616 全国初！作業用ヘルメットのペイントカスタムサービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高槻市 ダイキョウ物産 家庭でプチ贅沢を楽しめる魚料理テイクアウト販売への挑戦 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社まるくに 6120001214382 ３Ｄ技術を活用したデジタルサイネージ製造販売事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 美倍紙業株式会社 2120001018969 アフターコロナで高まる薄型段ボール箱市場への新分野展開 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社みんなのむら 1120101059088 限界集落の地域活性化も見据えた「古民家×グランピング」事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ムーンエレファントジャパン 2120001029297 セントラルキッチンで実現する、Ｂ２Ｂハイブリッドレンストラン 星野　裕司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社アイマシーン 7122001027466 超高齢化社会の到来による社会課題に貢献する「車いす・介護用食器等の製造販売」へ参入 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｐｌｕｓ　ＯＮＥ 8122001031079 おたからや事業進出によるリユース事業への進出 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＪＥＴ　ＬＩＮＫＳ 4120001206786 小資金・小規模美容室『ＰＯＬＹＧＯＮ』の多店舗展開とＦＣ出店事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｃａｓｅｔｔａ 9120901034869 トータルビューティーサロンを展開する新規事業計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社セレクト 4120101045787 宿泊業、不動産事業からアンティーク家具販売事業、イベント開催（料理教室）への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｍｏｏｂｌｅ 8120901031347 新たなコンテンツを創出し提供するＳａａＳ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社政楽館 9120002020744 太鼓道場からグランピング運営へ転換し、アウトドア需要を捉える計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 山本金属株式会社 4120001019172 最新設備を組み合わせた生産ラインの再構築による水素エネルギー業界への参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 井上精密有限会社 2120902017598 ワイヤ放電加工機を用いた超精密金型の製造により、半導体製造分野への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社Ｔｅｎａｃｉｔｙ 7120001217608 飲食事業の多角化による経営リスクの改善と売り上げ拡大への取り組み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ノーサイド 7122001024793 福祉事業者が花園ラグビー場でご縁を結ぶ「ひとつなぎカフェ」 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社Ａ．Ｓ．Ａ．ファーム 5120001229654 キッチンカーによる開業を目指す創業者向けのトータルサポートビジネスへの業種転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社森下建装 3120001202927 建物の断熱性を上げるウレタン吹付工事に挑戦する事業計画 永和信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 神戸ＣＳ開発株式会社 6130001056452 無人ロボット受付引取機を利用した有人・無人ハイブリットクリーニング店への転換 京都紫明税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ 1120101054246 酒蔵から廃棄されている酒粕を活用したエシカルな酒粕料理店の経営への挑戦！ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｔａｋｅ　ｉｔ　ｅａｓｙ 2120001178128 脱ゲーム依存・卒ひきこもり！子どもたちの運動あそび場事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イカトタコ 4120001225274 飲食店事業から日本料理文化を発信する複合型コンテンツ事業への大胆な転換 岡野　充博

近畿 大阪府 泉大津市 オフク工業株式会社 4120101042223 余った自社ビル余剰スペースを活用して新事業を展開 井上　裕光

近畿 大阪府 大阪市平野区 昌和印刷株式会社 2120001020537 紙製什器製作で培った設計力・紙加工ノウハウを生かし、環境に優しい紙パッケージ製作への挑戦！ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社モアイ 3120001006576 サービス業の豊富な知見を生かした、冷凍食材の提供 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市西区 岩佐株式会社 5120001041415 繊維業から消臭剤の開発及び消臭成分を利用した加工品の製造・販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 弁護士法人ブライト 6120005017674 弁護士業界の課題を解決し、法律相談を身近なものに！個人弁護士向け業務支援システムの提供 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ＢＡＲＩＫＩ 1120001188210 カフェ併設店舗と自社ＥＣサイトによる虫よけグッズ販売への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 Ｗｉｓｈ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 5120101040894 就職困難者を活用し、単価の高いアスベスト工事に参入する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社エスオーシー 9120101036261 寝具類分野への新規参入による病院向けワンストップリネンサプライサービスの実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 ＧＬＡＳＳ　ＷＯＲＫＳ 免疫力を高める効果のある米ぬか酵素風呂をオープンする事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社プリマコスメディコ 8120901013601 ＥＣシステムの開発による天然素材化粧品のＢｔｏＣ販路構築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社トレノテック 8120901040769 食品トレー容器の“成形金型の部品”の製造への新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＨＯＰＥ 9120001132532 ライフスタイル別リノベーション定額プラン付き中古住宅の提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ニシムラ 8122001019545 自動ドア駆動部品制作に業界初のワイヤー仕様を開発した新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市西区 ジャパンハナ不動産合同会社 1120003015429 在日外国人市場向けの不動産・生活情報ポータルの立ち上げ 藤井　光樹

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ｌｉｅｎ株式会社 9120001193707 地元特産の「イカ釣り」船の運営と「釣果買取・販売」事業 尾中税理士法人

近畿 大阪府 門真市 株式会社ティージープライム 8120001157828 試作品メーカーが取り組む物流市場向けキーパーツの量産プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ジョブ建設 8120001149800 枚方地域の飲食店を盛り上げる、焼肉業界への進出計画 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コーユービジネス 1120001079599 物流業界のミスが減り生産性がアップするスマートグラスの開発販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 トランスポートアトミック株式会社 8120101032294 「セパレートボデー」を使用した中継輸送で運送の効率化　ＣＯ２排出量の削減を実現 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社さくら 9120001177957 クラウド型ＩＯＴを活用したランドリー及びトランクルーム事業運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 上野自動車株式会社 3120901027738 中古トラック荷台向けポリウレアの出張塗布と、同荷台仕様車の提供 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社プラスターフーズ 7120101060825 食肉卸直営！ウマイ肉が、ただヤスイだけの焼肉店 大城　真樹

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社助春 5122001027245 セントラルキッチンによる自社冷凍食品の製造販売事業 横山　昌司

近畿 大阪府 豊中市 Ｍａｎａリンパ 働きたい女性を支援！ポストコロナを見据えた個室エステスクール 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社日新テック 1122001013298 精密同時５軸加工技術を開発し、ＥＶ自動車市場へ新規参入を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社スタークレア 3120001222396 新たな顧客層・販売チャネルを開拓する体験型店舗とＯＭＯシステム開発 芦田　恒志

近畿 大阪府 大阪市此花区 フォー　アンド　カシェット　インク リトアニア・北欧をテーマにした古民家民泊施設を運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社百花 1120101053272 障害者就労支援事業に参入し、お弁当販売事業で新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 和泉市 株式会社和泉観光 1120101046680 パチンコ店を改装して日本最大級・最新型室内ゴルフ練習場の運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社シモヤマ 2120101024446 土木建築業から残土＜建設発生土＞の引き取り業務へ進出する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＯＡＲ 3122001035860 【関西初】心も体も強くするオンラインによるボクシングの個別オンラインレッスン事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ウィズプロモーション 7120001053953 不動産事業から中古品買取専門店事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ピエラピエール 9120001226334 人気パティシエＹｏｕｔｕｂｅｒによる菓子製造業への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 高槻市 ＲＯＵＴＥ２７１高槻店 パンの小売りから製造小売りへ～コロナに負けない事業へ～ 大城　真樹

近畿 大阪府 松原市 株式会社ヨシミツ 6120101025894 丹波篠山発！地域活性化のジビエ料理とアニマルワールド 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ライジングマム 6011701018431 リノベーション空き家を活用した、仕事付きシニア向けシェアハウスの取組 岩﨑　良子

近畿 大阪府 門真市 株式会社ＧＵＤ 4120001189890 人が集まるパン屋で門真市に活力を！地域密着型ベーカリー事業への転換 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社安樹 1120901033127 地域の福祉を底上げする弁当配食事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 門真市 ジャッド株式会社 1120001157578 建設業界の安全を守る！土木資材運搬車両の架装・点検・メンテナンスサービス 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社創都設計 2120001082932 ワーケーション利用可能な機能付き宿泊施設の新分野展開 牧田　祐輔

近畿 大阪府 守口市 一般社団法人どんぐりの会 4120005018402 メンタルチェックの推進から高度医療を含む総合的治療機会の提供 多田　裕司

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ケーエスアイ 9120001093898 印刷会社による、人材マップシステム開発を軸とした新規ＨＲ分野への参入 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社美庵 6120001160486 国産さつまいもを独自技術で高付加価値な焼き芋にし海外展開する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｇｌｅａｎｅｒ 6120001177522 主婦等の在宅オペレーターによる営業代行サービスを新分野展開として事業化 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 東大阪市 合同会社青空 2122003001044 ｅスポーツカフェ併設の就労支援施設で障がい者賃金を上げる計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 蓮華 ＦＣを利用したベーカリー事業への新分野展開 南波　剛

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社おにぎり村 5120001222659 給食ノウハウを活かした就労継続支援事業に業種転換計画 アクツナカノ税理士法人

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＪＯＩＳ 5120001145331 コロナ禍でゴルフ人口増加！全９打席の大型インドアゴルフ場運営への進出 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大東市 有限会社青和物流 8122002011286 住宅用基礎杭加工工程の内製化により、資材保管から加工・運搬までワンストップサービスを提供する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＲＡＳ 1120901045832 グラフィカルデザインを活用したアーティストブックの一気通貫（企画～製造～販促）体制の構築 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 株式会社トライアウト 7120001099146 宮古島と県外企業を繋げ、新しいビジネスを創出するワーケーション向けホテルとマッチングサイト 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スウィート 1120001132382 オンライン・オフライン融合型ゴルフレッスン・コミュニティ運営事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 吉原精密工業株式会社 9122001008308 熟練の技とデジタル技術を生かした新たなものづくりの創出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ニコニコのり株式会社 7120001039399 海苔のリサイクル、再利用、再生産を担うのりメーカーを目指して 服部　峻介



16 / 23 

事業再構築補助金　第７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 大阪市西区 株式会社ＯＲＡＮＧＥ 2120001212308 ネット＋リアルで集客！不動産仲介業者コンサルティング 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 堀田カーペット株式会社 4120101041902 宿泊型ショールームをベースにしたＢｔｏＣ事業の新規展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＥＡＲＳ 5120001199385 デリバリー／持ち帰り実店舗・ＥＣ　進出「ＦＯＯＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ」 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社エフイーホーム 7120001153992 業務フローのＤＸ化によるＢｔｏＣビジネスからＢｔｏＢ市場への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社オービット 6122001023672 革新的加工技術の導入による医療機器向け超高精度部品製造事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社かさ家 8120901042484 コロナ禍でも安心して利用できるテイクアウト事業・通信販売事業開業による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高石市 まごころクリエーション株式会社 3120101057437 高い技術による髪質改善と癒しだけでなく、地域コミュニティの豊かさの実現を目指す美容サロン						 株式会社アカウティングプロ

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社城 4120101057799 和食料理店が展開する「コロナ対応型完全個室の焼肉店」 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 株式会社ｄａｉｌｙ　ｄｏｓｅ 8122001033505 北海道喜茂別町での非接触型宿泊施設開業による”ルスツ観光圏”の形成計画 スズカＦＡＳ株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プラス工具製作所 7120001058168 部品加工事業への新展開を目的とした高効率生産体制の構築と、事業再構築実現 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社柏原歯車製作所 8120001151574 射出成型機及び産業用ロボット向けタイミングプーリーの新事業参入 若松　敏幸

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社パテスリーボン 4120001033495 洋菓子店が焼くだけで美味しい焼菓子の冷凍生地を製造販売する計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ライズ産業株式会社 8120101043894 ＂育毛ができる”高品質ペット・トリミングサロン運営 中原　広一

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社ジョイプラス 3120101060655 ｗｉｔｈコロナ禍に沿った、テイクアウトベーカリー事業の新規展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社シーズクリエイト 9120001064916 最新デジタルプリンター機による販促プロデュース事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブラッシュミュージック 5120001200012 映像クリエイタースタジオの設置によるスタジオ業データ収集事業 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 ＫＯ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 5120003012455 ＶＲ　×３ＤＣＧの技術を活かした「ＶＲで巡る試食の旅」体験型取り寄せカフェ 弘瀬　哲志

近畿 大阪府 東大阪市 カモト金型有限会社 7122002001073 樹脂押出し成形機導入による高精細樹脂製品の試験量産事業展開 砂川　和敏

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社カクノ 4120001028719 「のり面工事」への新展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 吹田市 株式会社トータルサービス 1120001121336 利用者の就労場所も提供可能なペット共生型のグループホーム運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社満蔵 7120002061245 世界遺産の徳之島初のグランピング施設開設で地域活性化！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 泉佐野市 神豊タオル株式会社 9120101039784 小ロット生産の贈答用プリントタオル分野への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 枚岡合金工具株式会社 7120001025036 センサーとモバイルデバイスを活用したＩＯＴ化商品の開発と販売 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 吉泉興産有限会社 7120002070221 コロナに負けない！スーパー銭湯が提供する健康創造事業で地域の健康づくりに貢献 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＰＭＣ 6120901027421 ～薬剤師の働き方改革！！調剤業務削減で安心・働きやすい職場を提供～ 中西武重

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＤＯＵＳＡＮ 7120101058522 重症心身障害児を対象とする安全・安心第一の放課後等デイサービス 堺商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社日工 1120101034454 屋根塗装のプロがノウハウを活かし太陽光パネル・蓄電池設置事業に進出 奥岡　亮太

近畿 大阪府 八尾市 アイセル株式会社 8122001017540 加工データ提供サービスを中心とした新ベンディングロール事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 藤川金属工業株式会社 8120001004237 事業再構築でプレス工程の内製化を実施して美容、医療機器へ進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 オート　スタイル 輸入車の板金塗装に対応した自動車整備工場への事業再構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 アルコトレーディング株式会社 3120001226686 ベーグルを軸に衣食の暮らしを提案し、都会の洗練さと田舎の自然やゆるさをミックスさせた新しいライフスタイルの提案 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社わっしょい 9120001178229 大阪発！わっしょい冷凍ラーメンをすべてのひとに 野々口　精

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マリッサ・ワールド・トレーディング 7120001089898 地域の若手パティシエ・シェフが活躍！こだわりの焼菓子カフェ 原　伸行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社三和軽合金製作所 2120001007641 精密鋳造による半導体製造装置の真空ポンプ部品製造への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 八尾市 合同会社ＳＯＬ　ＣＯＭＯＤＡ 1122003001053 愛犬と愛犬家が共に快適に過ごせる貸別荘型グランピング事業の挑戦 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シネマドライブ 9120001184409 マーケティングも学べる映画制作オンラインスクール事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社丸兆 1120001150698 地域のランドマーク施設での新アトラクションによる事業多角化 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社オータデンツー 9120101001406 “地産地消”とれたて野菜・果物産地直送ビジネスによる新事業展開 林田　高佳

近畿 大阪府 箕面市 株式会社箕面ビール 7120901005814 ビール製造工程で廃棄される酵母を利用したオリジナルパンの製造販売 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ＨＫＪサービス 9120901037203 地域課題解決型兼防災対応型コインランドリー事業への新分野展開 平岩雅司

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メタルクリエイション 9122001014768 ３次元解析技術を用いた業界初の特殊絞りプレス金型（紙器用）量産技術の確立と希少技術の技術承継の取組み 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社林吾 2120001092188 オンリーワンで高付加価値のオーダーメイドブランドプロジェクト 大田　敏信

近畿 大阪府 和泉市 飯田産業合資会社 4120103001318 創業７０年の歴史で培った技術と開発力によるスポーツ用生地の生産・開発事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社ノースオブジェクト 6140001020060 ＥＣ×店舗オムニチャンネル構築とファンマーケティングによる直販 佐浦　有節

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ガッツうまい米橋本 8120002041023 「近くにお店があれば。。」に応えるＥＣ・デリバリー販売と発芽酵素玄米で「美味しさ」と「健康」を全国に 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｓｕｉｋｏｓｈａ 4120001104338 友人とのバーチャルショッピングを実現する新感覚ＥＣサイトの構築 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 エコノス株式会社 9120001140683 企業のＤＸを効果的に支援するポータルサイトと常設展示場の複合型事業 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 枚方市 ゲティスバーグ合同会社 2120003018067 ＤＸによる、全国の事業者参加型の共存共栄ビジネスモデルの構築 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社グローアップス 4120001191509 高度な会員管理が可能なクラウド型電算システム 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＥＫＡＩ　ＨＯＴＥＬ株式会社 9120001187452 空き家を活用した地域体験型マンスリーマンション事業 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社デフラグ 3120001203355 業務用洗濯機メンテナンス業の知見を生かした、コロナ・災害対応型コインランドリー事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 羽曳野市 谷口商事株式会社 5120101032223 運送事業者のペットボトルリサイクル高精度選別事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 株式会社増子建設 4122001029234 日本の５８０万人の脊柱管狭窄症の方に影響を与える革新的なデイサービス事業 八尾商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ワタナベ 6120102024326 半導体製造装置部品の加工で一社下請け体質からの脱却を図る新分野展開計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｅｓｐｒｉｔ 1120001220278 非接触型のデジタル機器を活用したインドアゴルフ練習場の運営事業 藤永　滋

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ネオテックス 6120001222402 建築アート塗装で地域活性化！国土交通省による、コロナ危機を契機とした「まちづくり」へ貢献！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 エム・テクニック株式会社 9120101043398 静止型分散機の開発・商品化事業 柏　之雄

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ウィズ建築設計 9120001122450 建築現場の実務から開発する図面管理システム「Ｉｎｈａｎｄ」を用いた業務改善サービス 税理士法人銀河

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社グレイト 6122001002445 手作り包みクレープ「ＴＵＴＵＭＵ」の催事及びＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ｍｅ 6120901037940 児童に応じたきめ細かい医療ケアと食育で迎える保護者もにっこり放課後デイサービス 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 泉南市 りんくうフレッシュ株式会社 7120101047252 切り花輸送業から野菜果実の保管輸送事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社ウエダサービス企画 5120102011424 自社リソースを有効活用したトランクルームレンタル事業への進出 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 摂津市 株式会社だんきち 6120901032322 一流指導者によるオンラインレッスンの新分野展開 株式会社アカウティングプロ

近畿 大阪府 守口市 株式会社山﨑モールド 2120001169589 種別専業を脱却、新たなビジネスモデルとして金属用金型製造に参入 宮本　俊弘

近畿 大阪府 八尾市 ヤマトエスロン株式会社 9122001020378 環境対応カレールウ容器の製造・量産へ向けた業態転換計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 四條畷市 福間運輸株式会社 9120001152761 運送業×ＤＸ！　荷物とともに情報も運ぶ、日本初『トラックサイネージ』への挑戦 一般財団法人南都経済研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 アリス薬局 ＥＣサイトおよびシステム導入による零売サービスの完全オンライン化 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社日原商店 9120001139271 地域に根ざしたテイクアウト専門カレー店による事業復活計画 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 北浜レトロ株式会社 6120001099031 街の喫茶店が焼菓子製作所を新設！素敵なティータイムを届けるサービス企業へ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カフェマリキータ グルテンフリーに対応した新ブランドの立ち上げと卸売販売の開始 三宅　真司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｃｌｏｕｄ－Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 3120001179760 コミュニケーション型のＷＥＢサイト埋め込みチャットＢＯＴ事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 堺トレード株式会社 7120101028475 フィットネスクラブ、エステ事業の併設による新規事業への参入 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Ｇｒａｎｄ　ｂｏｉｓ 3120001199098 高級食パン製プレミアムフィナンシェを目玉商品とする地産地消カフェおよび通信販売 五味田　匡功

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社レインヴオ 3120101058030 フィットネスアシストツール開発による革新的フィットネスの展開 中原　広一

近畿 大阪府 枚方市 コマツ株式会社 7120001149553 建築資材の廃番商品等を再利用し、産業廃棄物・ＣＯ２排出量削減につなげ、ＳＤＧｓ達成と脱炭素社会実現に貢献する新規事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ドリグロ 9120001212904 小規模企業特化型クラウド勤怠管理アプリ「ＫＡＮＲＩＬ」のリリース 森　翔太

近畿 大阪府 高槻市 株式会社プランテリア 3120901011923 リノベーション需要高まる！コロナ・物価高にも対抗できるメタバース設計と総合的住環境提案 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 豊中市 エスアイ精工株式会社 6120901028312 新素材を用いた腕時計用部品製作事業への展開 佐久間　貴士

近畿 大阪府 富田林市 摂津樹脂工業株式会社 8120101030959 【日本で３社目の成形同時充填サービス！】健康食品や化粧品分野でメイドインジャパン商品需要に応える！ 株式会社紀陽銀行
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事業再構築補助金　第７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 堺市中区 大容工業株式会社 7120101035967 空調機器の冷却技術を得意とする鈑金加工業者が、乳がん患者のための国産「医療用頭皮冷却装置」の製造にチャレンジする 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＬｉｖｅＡｉｒ 4020001113373 建築業界向け自社システム開発新サービス提供と業界のＤＸを推進 滝澤　久嗣

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＨＩＴＯＭＩＯテクノロジーズ 3120001133767 鍼灸接骨院が健康経営Ｗｅｂプラットフォームサービス・美容鍼灸に進出 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社五穀屋ダイニング 1120901033333 イタリアンレストランが手掛ける地域に愛されるベーカリーの出店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 枚方市 ＡＧＡＲＩ株式会社 1010401061977 防災ビジョンプロジェクト！デジタルサイネージ広告事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 いきいき鍼灸整骨院 健康を促進するインソールの開発及び販売 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハッピーアワー 6120901028601 大人の贅沢な時間をトレーラーハウスで過ごすグランピング事業 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＷＡＬＫ鍼灸整骨院 「１００歳まで歩ける身体づくり」をサポートするフットケアサロンの展開 舩越　玲子

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社松藤テリー 4120101040516 ４０年のタオル製造の歴史で築いた技術を活かした地域産業を支える整経事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社ビケン 1120001181859 餃子の製造販売および就労支援事業への参入 税理士法人清正

近畿 大阪府 堺市西区 合同会社青空ひまわり 1120103002194 障がい福祉施設にパンと笑顔を届ける 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＮＯＶＡＳＴＯ 6120001201661 スマホ一台で完結！小規模ＥＣ事業者のためのＥＣ販売管理システム 松本　佳之

近畿 大阪府 摂津市 有限会社パックス 4140002015441 設計力・開発力・読解力を生かして、未来に貢献するものづくりへ！！！ 茨木商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 三宅株式会社 9140001056127 リサイクル素材等を活用した鞄の企画製造販売分野へ進出することでの売上増加計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ｄｅｆ 3140001092400 既存の修理技術を活かした非常用発電機負荷試験市場への新規参入 小野　美治

近畿 兵庫県 明石市 淡路 地元産鶏肉を使用した手羽先から揚げのテイクアウト販売事業 村中　昭雄

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 小笠原　かすみ 和田岬市民の心の拠り所！子供から大人まで楽しめるお母さん食堂 松尾　基司

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社鎌田商店 9140002037101 新技術導入によるラムネ飲料のアジア向け輸出事業進出 赤田　健行

近畿 兵庫県 尼崎市 阪神発條株式会社 4140001050720 三次元トーションばねの製造による環境分野への貢献 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ＭＪ 5140002054117 外国人と触れ合える民泊とコミュニティスペース運営 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ナカシマ苑 6140002038770 鮮度抜群！卸直営焼肉店の瞬間冷凍肉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 西宮市 メリーキッチン株式会社 5140002060701 秘伝のスンドゥブ鍋を真空包装・急速冷凍しＥＣで全国へ売り出す事業計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＣＨＩＲＡＳＨＩＷＯ 1140001091569 地域資源の最大活用によるワーケーション型宿泊施設事業の新分野展開						 株式会社アカウティングプロ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ココ　クラール プライベートサロンでできる「ファミリー脱毛」 西山　英志

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社箱や 4140001092267 消費者のコト消費への変化に対応する木箱パッケージ市場開発 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 鶏や食堂鉄板えん 地産地消！兵庫県漁連とのコラボおにぎり弁当販売 税理士法人神戸あおぞら会計

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社Ａｎ・Ｆａｎｇ 4140001042362 クラウド型の業務一元管理システムの提供で建築業のＤＸ化を促進 株式会社アサユナイト

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社トップライフ 3140001030938 不動産仲介業のＶＲ、ＥＣ活用及び非対面コンサルティング事業 髙司　浩史

近畿 兵庫県 姫路市 エコフィード西日本株式会社 5140001065635 既存事業の産廃業とシナジー効果が期待できる中古車販売・整備事業へ新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｒ．ｃｏｍｐａｎｙ 6140001083033 整骨院がプロデュースする新しい形のメディカルフィットネス 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 キムトモプロスノーボードスクール ＢｔｏＢ事業参入！増設増員で量産化による冷凍ピザの卸売り事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 瀬戸内科医院 電子カルテシステムを活用した抗加齢医療進出 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社コウキ 8140001086455 男女共に通える、エステ・脱毛・ネイル・フィットネスを融合させたサロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＴＫＹ 9140001055582 リバースエンジニアリングを用いた研究開発による新市場への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 明石市 株式会社不動産の窓口 9140001100917 不動産取引とのシナジー効果が高い貴金属等の買取事業の展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 三田市 株式会社マツウラ 4140001066601 化粧品小売業からトータルビューティサービス業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＫＣ 4140001113122 プロテイン（たんぱく質補給食品）に特化したＥＣモール事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 Ｆｅｅｌ＆Ｓｅｎｓｅ アート映像作品を活用したメタバース・ＶＲ事業およびその関連事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社じん 7140002044818 障害児（者）向けフィットネスジムを併設した福祉サービスの提供 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ダイニング　バー　セルバッジョ 石焼き釜を導入して、本格的な窯焼き料理専門店を展開する 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 加西市 株式会社北條 8140001110330 特殊防水加工した播州織による商品のウェブ販売事業 加西商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社芦屋酒井 2140001097012 芦屋の街の料理店が、おうち時間を彩る洋菓子店を出店 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 アルコバレーノ 地産食材を使用した冷凍ピザの企画製造卸売販売事業の展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 養父市 株式会社トージ工芸 6140001046568 オンリーワングッズの個別受注販売による業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 がまでん株式会社 1140001092179 カーボンニュートラル実現による　インフラ事業実現計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社秋山住研 8140001036039 「住む人・働く人に心と身体の安心」を提供するグループホーム建築・運営による障がい者支援事業 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社マルニシ 8140001080796 野菜一次加工事業の経営リソースを有効活用する冷凍ピザ事業 ベンチャーサポート税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 加古川ワインバル ワインバルからコロナの影響にも強い飲食事業への業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ジュエル神戸 6140002058414 ３Ｄ仮想商品を製作しＷＥＢ受注して製造販売する。 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 山口工業株式会社 8120901040397 建設業従事者をターゲットとした、リラクゼーション・ケアメニューに特化した美容サロン 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 エヌディエルツー第二次中村研究室 デザイン事務所からデザインスクール事業への業種転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社原田測量設計 8140001035362 ３Ｄスキャナー測量を活用したＶＲ事業への参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社リーフオブライフ 8140001110149 オンライン完結型、最新栄養学に基づく個別健康講座と治療院向け個別経営講座の開講 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 ＳＴＯＲＥ 宇治緑茶を使用したオリジナル製品の開発販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 コンパス みんなの家飲みをちょっと贅沢にする肉加工品販売事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 三木市 三日月 食をウリにした居酒屋業態から、高級肉割烹料理への事業転換 後藤　雅明

近畿 兵庫県 西宮市 テツクス理研株式会社 2140001069515 アパレル業界のＤＸを推進するモデルケース構築による新分野展開 合同会社照参会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 バルザル三宮店 「天ぷら×ワイン」の組み合わせでランチ、テイクアウトも行う創作和食店の展開 櫻井　雄太

近畿 兵庫県 姫路市 ＡＲＶＡ 誰もが入りやすく楽しめるアウトドア、キャンプをテーマとした居心地の良い空間、憩いの場を提供する飲食事業 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社有馬芳香堂 4140001012464 豆・ナッツを使った冷凍食品製造事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 ササノワ合同会社 3140003012075 「草やまの草むら」コミュニティー計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アンド 6140002052417 オンライン研修サービス事業参入による既存事業とのシナジー効果計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 Ｚ－ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ株式会社 2140001106169 結婚式場プロデューサーによる衣類・宝飾品のリユースショップ 松尾　基司

近畿 兵庫県 西宮市 Ｄａｒｔｓ　＆　Ｐｏｏｌ　西宮ブラッズ シミュレーションゴルフ事業開始による事業再構築と女性顧客の開拓による売上拡大 森下　勉

近畿 兵庫県 西宮市 ヒメクリ エステとヘアー事業のシナジーを活かした真のアンチエイジングケア 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社フィアーノ 4140001090840 ワインバーからサンドイッチのテイクアウトにシフトチェンジし事業再構築を目指す！ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ｆｕｎ．ｆｕｎ　ｐｌａｃｅ 家庭でもなく公共施設でもない親子の育ちと学び舎 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ケーピープラテック 4140001074942 プラ容器メーカーが挑戦する「紙」でのリニューアブル対応事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社アグロガーデン 1140001038933 土を使わない観葉植物によるオフィスや店舗の室内緑化の推進事業 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社松本製作所 5140001061667 重電機器から需要が急拡大する半導体製造装置の部品製造業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社阪神メタリックス 2140001016657 特殊鋼材の高難易度加工による水素ガスタービン事業への新規参入 株式会社フロウシンク

近畿 兵庫県 加古川市 松本鉄工株式会社 8140001043613 国内半導体生産力を支えるウエハ搬送ロボット部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社梶原鉄工所 8140001058297 高性能バイナリー発電設備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 姫路市 株式会社トラストワークスジャパン 5140001063894 燃料電池電解質シート製造設備の開発・設計・製造への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 小野市 小野精機株式会社 2140001076619 ＥＶ車向けのハイテン材を用いた大型部品加工事業への進出による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 世界初プラント余寿命評価の社会実装に向けた生産技術体制の構築 多田　善計

近畿 兵庫県 尼崎市 東亜通信工材株式会社 8140001050139 ＥＶ開発を支える振動試験装置部品製造事業への進出と低炭素社会の実現 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社桜井 3140001048922 自動車スクラップ品を有効活用したアルミリサイクル業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 六甲電子株式会社 8140001070839 ６Ｇ通信機器向け半導体素材の研削・研磨加工事業への進出 株式会社ゼロプラス
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事業再構築補助金　第７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 兵庫県 たつの市 株式会社アソカ産業 8140001091546 未利用水力活用で脱炭素実現～発電機部品の一括提供モデルを構築 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 サンライズ工業株式会社 8140001063446 自社特許を活用したＥＶ向けサーマルマネジメントシステム用部品製造事業への進出 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社柳川製作所 2140002036844 地球温暖化対策に資する高電圧真空遮断器事業参入による経営基盤強化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 浜田化学株式会社 2140001050821 新規油分分離工法の研究開発による食品廃棄物のリサイクル資源化計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 加古川市環境事業協同組合 1140005009278 有機廃棄物のリサイクル技術の高度化と効能の高い堆肥開発事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社タイネクサス 9140001075663 電気自動車・自動運転向け部品製造への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ビエント 8140001056755 再生エネルギー（ＲＰＦ）の製造による、ＣＯ２排出量の大幅なダブル削減効果 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 井上化成株式会社 2140001042496 特殊形状のゴム製品の新規生産によるコロナ禍、原油価格・物価高騰等の克服 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 かとう歯科 歯根診断と徹底的な原因分析に基づく精密かつ再治療を必要としない歯列矯正サービス 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社岸本料飲店 5120002068688 ウィズコロナ、アフターコロナにおける収益の安定化に向けた老若男女に愛される鰻チェーン店の展開 リードブレーン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社タイカイ 4140001001871 規格外や地産原料の野菜・果実を活かした、スイーツ餃子・焼売の製造販売事業 花岡　貴志

近畿 兵庫県 三木市 株式会社クメダ精密 8140001036237 医療ロボット用パーツ製造によるがん治療への貢献と収益改善プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ナカタニ 7140002017674 ドローンを活用した調査、測量、農薬散布、害虫駆除サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社スナガワ 9140001044024 ＺＥＨ対応「中古リノベーション住宅」販売事業への進出！ 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社オオギヤ 6140001066079 アクリルベースのトムソン抜型制作と鋼材加工によるリスクの分散 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エムプランニング 1140001096279 市場拡大！　ｅ－ｓｐｏｒｔｓ需要に対応したドライビングシュミレータ事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社叶工業所 1140001058337 自社での部品製造への挑戦―組立検査からシャフト部品切削加工への進出― 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社畑滝製作所 1140001043438 製造業者に向けたドライアイス洗浄サービス提供による金属加工技術とシナジー効果の発揮 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社メディ・オ・マサ 3140002058053 地産地消で人をつなぎ食からまちを元気にする「人とモノの交流カフェ」づくり 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社狛デザイン一級建築士事務所 9140001125591 川のせせらぎを感じられる、サウナ・露天風呂付き貸別荘ホタルリゾート 小川　裕右

近畿 兵庫県 神戸市中央区 イー・シェアーズ株式会社 9010001134556 シニアが抱える様々なお困りごとを解決する社会貢献型マッチングプラットフォーム事業 倉田　晃

近畿 兵庫県 宍粟市 平野建築 過疎化地域に新たな空間を～地域活性化と新分野展開の双方を実現～ 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＯＴＭ 3140001065109 ＦＡ装置用部品の製造販売からＦＡ装置製造一貫対応への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社わらじん 5140001114391 飲食直営からＦＣ型へセントラルキッチンで食材卸とＥＣ、小売業へ 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 加古川市 石本電設 近江牛の精肉販売、及びセルフ焼きスタイルのステーキレストラン事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ニューフタバ 3140001069836 ヘアグッズショップを併設したトータルビューティーサロン（ヘッドスパ中心のエステサロン・セレクトショップ）の経営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社プレミアムグラス 5140001089915 機能性超薄板ガラス切断加工プロセス構築計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社安田精機製作所 1140001122217 試験機メーカーの強みを生かし、受託試験事業への参入を目指す 立野　靖人

近畿 兵庫県 尼崎市 スマートプランニング株式会社 1140001055689 顧客の経済的安定と夢の実現を支援する『長期資産形成教育』実施計画 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 グリーンハウス株式会社 2140001020394 カフェレストラン業から空間ビジネス型カフェレストラン業へ新分野展開による事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社森下電気設備 9140002044915 総合型クラブハウス事業でゴルフ愛好家に健康増進、技術向上の機会を提供する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 ユニオン工業株式会社 9140001051813 アパレル及び服飾雑貨の自社ブランド品の製造・販売に挑戦する事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ウッズ 1140001021988 高性能境界警備センサー事業（ＡｇｉｌＦｅｎｃｅ事業）の新規事業展開 北澤　淳

近畿 兵庫県 姫路市 関西合成樹脂工業株式会社 9140001058239 メラミン含侵・乾燥機導入によるフォイル製造・販売事業の新展開 中島　丈道

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＧＰＲＯ 6140001055684 未使用土地とゴルフ練習機を活用した地域密着型移動販売車イベント事業 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社都冷蔵 6140002069064 高糖度製品製造技術を活用したソース・パスタソースベースの製造販売 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 志方建設株式会社 1140001042927 放置竹林を伐採し有機肥料等へと加工する資源循環型事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社典座 3140002035110 測量専業事業から体験型施設の運営に新分野展開する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 俣木鉄工株式会社 3140001052973 技術力と最新設備の導入で高度な耐震性能を実現する基礎工事部材の製造 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 濱口鉄工株式会社 4140001044607 金型や建設特殊機械アタッチメントの修理・再生サービス事業進出 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 川西市 株式会社丸忠 3140001083556 和食材レストランと宅配弁当を開業し食文化の豊かさを提案し事業拡大する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 パティスリーエムズパッション 景観と農産品という自然の恵みを活かした洋菓子店の新たな取組み 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社スマイルあわじ 2140001094744 古民家を利用した淡路島食材の地産地消フィッシュバーガー店 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 テクサジャパン株式会社 9140001072644 需要が期待される水上太陽光発電設備の監視システムの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 日本精機宝石工業株式会社 2140001056579 地域観光事業の活性化につながる体験型観光コンテンツの提供 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 岩田歯科医院 マイクロスコープによる「精密治療」実習セミナー等、歯科医師向け教育事業に新規参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 新宮　慶三 夫婦それぞれの強みを活かした同一店舗におけるシェアキッチンとゴーストキッチンの運営 ひょうご税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｂａｒｎｏｎｏ 1140001110163 若者向け「仲間で遊ぶスイーツバル」への変換事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 一吉工業株式会社 2140001079225 省エネ、健康、安全の価値を提供する高断熱高気密リノベーションの取り組み 合同会社バリューアップ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ゆにばす株式会社 3140001108783 浴室リフォーム業から浴室リフォーム職人養成所事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ＰＵＴＩＭＯＭＯ 神戸牛の購買チャネルを活用したフレンチ風高級焼肉店の事業展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社神明住建 7140001036964 古民家をリノベーションしたグランピング及びサウナの日帰り複合施設の新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ 3140001073499 弊社コア技術と新量産方式を使い手術教育ツール製造から医療機器製造に事業転換 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社藤岡石油店 3140001005287 ガソリンスタンド事業から地域密着型の自動車整備事業に大胆に転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 つるるんとん 理容師としての出発点で脱毛サロンで新たな市場に進出する 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 ペンション　ラ・メール 料理技術を活かしてカフェ事業に参入する事業再構築計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 吉田商事株式会社 5140001075956 地域が抱える課題を解決しつつ、ＡＩを活用しドローン散布で、販路拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＤＯＵＢＬＥ＝ＰＡＲ 駅チカ空き物件を活用した、シミュレーションゴルフ事業への展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社リュミエール 3140001108461 タオル、アクリル商品のキャラクターグッズ製造への参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 温馨窯 有馬温泉の陶芸体験教室がつなぐ、人・コト・もの 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 さとり キッチンカーを併用したテイクアウト型唐揚げ専門店への事業転換 後藤　公平

近畿 兵庫県 姫路市 中川建具有限会社 6140002049867 ひょうご木製品マイスターによる高いデザイン性を再現した造作家具・内装材等の生産体制構築計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社綱業商会 1140002011220 ３Ｄプリンターを用いて設備のＩｏＴ化及び最適操業を支援する業務 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｓｍａｒｔ　Ｄｅｓｉｇｎ レザー商品の独自ブランド化を行いＥＣ市場への進出 上野　貴司

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＴＨＩＮＫ 2140001045846 失業した飲食業者を救う、焼肉「いちえん」のフランチャイズ展開計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 名古山商事株式会社 5140001113542 培った人脈を活かしたアジアアロワナ専門店開業による事業展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ａ・Ｓ・Ｂ 6140001083578 乗用車とトラック車両をトータルサポート整備修理事業を展開 光畑　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ＩＫＥＮＯ 7140001119364 ハンドメイド製品製造会社が自社ＥＣで２万人のフォロワーから直販受注する業態転換 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社東洋測器製作所 1140001113868 「モノ」から「技術」へ！計測器商社から流量計校正事業への新分野展開 上月　和彦

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社エースタイル 8140001111650 化粧品・美容品の研究開発に特化した製造メーカー事業を展開 光畑　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ミリミリ 身だしなみから「美」だしなみへＺ世代とビジネスマのニーズに応える男性美容脱毛事業。時間貸しプライベートサロン ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社アルト 5140002027650 特区民泊制度活用、欧米人特化型宿泊サービス業開始による再構築 楡井　宏志

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＷＡＳＳＩＡ 1140001108892 焼肉屋さん直営、廃棄する神戸ビーフを活かした神戸ビーフの無人販売所 伴　拓真

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＳＵＮＧＲＡＮ 7140001103120 小売店舗の競争力を高める卸、ブランディング事業 折原　麻衣子

近畿 兵庫県 尼崎市 ナチュール コロナ禍の暮らしを明るく照らしたい！抹茶スイーツで地域住民に「憩いの時間」を提供 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｙ’ｚ　Ｏｎｅ 2140001077716 一般自動車向け高級コーティングの一般自動車向け高級コーティングの技術者育成事業 パイオニアブレイン株式会社

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社杉本工業 1140001103596 建設業から『自然』×『コンテナ』の制作展示販売事業 塩谷　久枝

近畿 兵庫県 神戸市北区 ジョイ　ゴルフ　スペース 新型コロナウイルスに対応した気候変動の影響を受けないインドアゴルフ事業 飛田　幸作

近畿 兵庫県 尼崎市 難波金属株式会社 4140001050456 タイニーハウスの販売によるサスティナブルな暮らしの提案 有限会社グリーン経営サービス
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近畿 兵庫県 加古川市 株式会社日本石材 5140001043260 墓参り客の為の物品販売も兼ねた休憩施設の運営事業 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社安田商会 4140001065603 運送業から倉庫業へ参入し地元企業の求めるワンストップサービスの提供 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 ジョイポート南淡路株式会社 5140001085625 特別な体験を生む新たな高付加価値企画遊覧船事業の創出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ＣＩＣ 9140002038735 既存事業の強みを全て活かす！トレーラーハウス製造・販売事業 松本　佳之

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社堤乃坊 5140002049810 ビジネス旅館から出張ビジネスパーソンの活動拠点への転換 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ピアサポーターズ 5140001122502 学校教員不足の改善を目指す、オンラインサポートプログラムの新分野展開 伊藤勢津子

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社ＫＴテック 3140001115739 兵庫姫路発！レモンケーキ専門店「レゾンデートル」のＦＣ展開による事業再構築 河野　剛寛

近畿 兵庫県 淡路市 合同会社ＪＯＹ　ＣＩＲＣＵＳ 7140003012798 時代のニーズに合わせたまちづくり。無添加そうざい店への空き家活用リノベーション事業 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ＣＯＸＳＷＡＩＮ　ＰＡＣＩＦＩＣ 9140002025386 従来の対面小売、卸売業からサブスクリプション形式を取り入れたＥＣサイト販売業、サイト運営事業 島﨑健二

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 河野　哲也 “中食需要”に対応する、お惣菜店の新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 サロンド美宝 エステサロンからＶＲスポーツクラブ事業と関連商品ネット販売への新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ミャムミャム 9140001084466 賞味期限の長いセミドライフルーツの開発、ＥＣでの販売強化 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 アンビシャス ［ＩＴ活用の革新的新メソッド「英語教室」事業］への参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エイト 8140001123869 土木工事業者が挑む働く人の身体を守るカフェ事業の新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市北区 明日香株式会社 1140001089613 真の自立を目指し、就労支援事業から、グループホーム事業へ 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 石田鶏卵株式会社 5140001001029 地域コミュニティー型コイン精米機ビジネス業への参入 石田　英二

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社マイロード 8140002024018 神戸市垂水区で初となる「看護小規模多機能型居宅介護」事業所の開設 竹國　健

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社大幸ポンプ興業 3140002004783 大規模建設工事（大型物流倉庫・公共施設等）のコンクリート圧送事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＡＤＡ　ＢＡＳＥ 7140001101636 １人客からファミリーまで！「高品質な肉の旨味」を楽しめる焼肉店運営に参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社岡本インテリア 6140001028327 プロ用ＤＩＹ用品の簡単オーダーシステム構築事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社池谷 4140001015707 高精度複合加工体制の構築による次世代船舶エンジン部品の製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 アライドフロー株式会社 4140001100723 ２０５０年食糧危機に向けて、酪農・畜産分野に牛精子の性分離装置の開発・製造・販売事業				　				 片山　崇

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社エール 7140001109695 アウトドアのインドア化で手軽な飲食レジャーを提供！「ＢＢＱもできる本格イタリアン」施設運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社丸十 7140001043622 半導体製造装置部品の超短納期提供による事業多角化の実現 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エイトテクノ 2140001090660 複雑形状・難削材・高精度が要求される旋盤加工分野への進出 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 姫路市 長栄水産 地元の牡蠣や海産物を活用した加工場の開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社甘中製作所 4140001106885 建機用スプラインシャフトをミーリング付ＣＮＣ旋盤等で事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 加東市 株式会社バンテック 7140001075186 道路工事のＩＣＴ化により、生産性と安全性を向上し、受注を拡大する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 長田　信 生活機能維持・改善、フレイル予防に特化した施設による新サービスの提供 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 立吞ホールぜん コロナ禍で打撃を受けた立呑み居酒屋から自身の強みを活かした焼肉店へ事業再構築 株式会社つくばビジネスソリューション

近畿 兵庫県 小野市 株式会社源平刃物工場 8140001076687 当社の強みである熱処理加工の新ビジネスモデルによる地場産業の再興 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社関海事工業所 9140001085365 ライフライン用海底ケーブル建設工事業から、洋上風力発電用のケーブル建設工事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 一般社団法人大地が教えてくれたこと 5430005012793 自然の豊かさを感じる　畑の中の　レンタルスペース 渡辺　義明

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社タスク 3140002046891 【次世代オンライン内覧】来店不要で身障者レンタカーを全国に中古車販売 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社長尾工業 6140001085145 楽しむペットを眺めながら、同時に景観も楽しめる外風呂付き満喫キャンプ場 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 高山興産株式会社 3140001015195 神戸の有力カフェや神戸市との協業により地域振興の一翼を担う飲食店事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 一般社団法人善 3140005022452 ドローンの操縦資格「操縦士回転翼３級」を活かし、新たにドローン関連事業に進出する 播州信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社河端ダイカスト 3140002046165 ダイカスト金属加工の高度化による成長市場への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 玉越工業株式会社 6140001060024 新溶接専用工場を活用し受注拡大と効率化向上を図る事業再構築計画 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 株式会社ヤマテツ 1140001037563 ＩＣＴ建機導入による土木工事のＩＣＴ施工体制の構築と大規模工事への参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社トータル 6140001032568 廃棄処分となる設備工事資材等のＥＣサイトでの販売事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 呑み処ひろせ。 ユニバーサルツーリズムを具現化した愛犬と泊まれるゲストハウス事業 島根県商工会連合会

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 9140001040816 兵庫県赤穂市の地域経済の活性化に貢献する「絶品のピッツァ×絶景のオーシャンビューによる宿泊事業」 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クロシェホールディングス 2140001026623 アパレル産業から食品製造業へ高機能食品製造・販売産業への進出 安藤　幹根

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＥＸＺＥＳＴ 2140001098101 船舶と車両の販売事業からマリンアクティビティ好きの集まるカフェレストラン事業の展開 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 ガトー・ファヴォリ 小さな焼き菓子店が新たにお菓子教室の併設を行う 小川　雅弘

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ケーズクリエイト 2140001100568 大工経験を活かした不動産建売事業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社アタ工業 3140002054135 ドッグランを併設したトリミングサロンの運営 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社森創建 4140001099056 ペットスパの開業により、暮らしやすい地域社会を実現する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社平尾創建 5140001066550 米粉を用いて野菜を練りこんだヘルシーなバウムクーヘンの製造と販売 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヒメユキシステム 8140001095646 姫路のソウルフード「どろ焼き」の冷凍食品を製造する事業計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ヒラク 2140001078846 遊休不動産再生事業の強みを活かした高級町屋民泊事業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社エスピーオー 1140001054939 既存事業の売上減少による苦境から抜け出す為の新分野展開 田中　洋介

近畿 兵庫県 加古川市 加古川ブレード株式会社 1140001089555 水素発電向けコア部品となる試作開発品への新分野展開 深津勝哉

近畿 兵庫県 明石市 一級建築士事務所わびすき リフォーム相談ができる建築廃材のリユースショップの運営 税理士法人森田事務所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 元町井おか 地元食材と当店の強みを活かしたテイクアウト・通販による事業再構築 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｂｓ “御食（みけつ）国（くに）”淡路島の人と自然と連携し、心と体の調和を提供する複合事業を展開 塩尻　明夫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社オイシス 6140001015952 環境負荷低減パッケージへの変更による、新たな中食の開発と生産・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ＯＨＬ 1140001115617 資材倉庫併設カフェで無料ＤＩＹ教室！余剰資材のネット販売促進 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社テクノス三木 6140001036461 産業用機械向け部品への新分野展開とサプライチェーンの強靭化 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 加西市 株式会社エイティロジテック 5140002062994 今後の需要拡大を期待できる環境負荷が低い紙包装事業への新規参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社白晃工業 4140002045050 半導体工場向け事業からＥＶ自動車工場向け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 豊岡市 有限会社三世商事 1140002046340 地域との共存共栄を図る蕎麦屋・米販売・自販機集積事業への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 東運オートサービス株式会社 5140002053993 地域一番店ＤＸ化したインドアゴルフ練習場の新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社三恵商事 8140001099275 地域密着不動産事業社・三恵商事が提供する不動産と土木工事のワンストップサービス 中村　清誉

近畿 兵庫県 南あわじ市 ダントーホールディングス株式会社 9140001085662 高意匠タイルおよび１００％植物由来成形材料の高級化粧品容器の製造という新分野展開への挑戦 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＥＭＩＮＡ 6140001102940 老舗料亭が挑む、培った味と最新設備を掛け合わせた新たな姫路名物の創出 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 高砂市 福本重機械工業株式会社 6140001044217 金属部品加工から航空機用大型チタン構造物の加工に進出する事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイスタイル 2140001067403 注文住宅専門工務店が超ＺＥＨ水準の子育て支援アパート普及事業に挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 アワケンコンサルタント株式会社 6140001112485 自社の古民家を活用した希少な卵と丹波地鶏の親子丼店を新規展開 上田　誠

近畿 兵庫県 淡路市 フレアデザイン 〇 “淡路島の良いモノ発掘”デザイナープロデュースによるセレクトショップへの挑戦

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社うづ志ほ名産店 9140002068749 〇 “淡路島の良いモノ発掘”デザイナープロデュースによるセレクトショップへの挑戦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社シリウス 7140001027294 淡路島での徹底した感染対策を施した１棟貸しリゾートヴィラ運営 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社岡崎塾 1140001112151 学習塾が経営する、人を繋ぎ一緒に成長できる大人気焼き芋専門店 播州信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 竹内鉃工株式会社 6140001038400 大型物流倉庫の建設需要獲得に向けた、超大型鉄骨生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 エコロキア株式会社 2140001112274 企業に合った水耕栽培キットの提案 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ナラヤニジャパン 5140002023708 インドの食材を冷凍販売し、国内にインド料理を広げる 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社守食品店 8140002009258 自社生産の豆乳を使った、「豆腐屋のスイーツ」の製造・販売 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社マルショー 1140001084886 淡路島初「複合型美容サロン」の新分野展開 淡路信用金庫
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近畿 兵庫県 神戸市東灘区 神戸ダンボール株式会社 7140001002867 ＥＣサイト構築によるダンボール資材を活かしたＢｔｏＣ事業の立ち上げ 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 高田工務店株式会社 5140001001937 ゴルフウェア等の製造販売業への進出による新規顧客獲得計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 山陰造園土木株式会社 9140001056696 草刈りサービスでニッチビジネスを立ち上げ、売上回復と地域貢献をめざす 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社中山合金鋳造所 6140001063522 金属と木材、石材等の異種材料が融合したアイアン家具を現実世界と仮想世界にて販売 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社バビッチ 9140001095249 プロの機能×クリエイティブなオリジナル商品開発および同業者のＤＸ支援 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社アランワーク 4140001088752 手厚い小規模保育園経営経験を活かした児童発達支援事業への進出 森本　晃弘

近畿 兵庫県 豊岡市 蔵 観光客向け鞄小売業からこだわりの鞄製造販売業への転換 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂郡上郡町 ドッグサロンプリンセス 感染リスク低減に繋がる非接触型サービス・セルフエステサロン事業への取組 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社アクセス 1140001031707 国内製造拠点の構築による純国産プリントウェア製造事業への転換 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社入江産業 5140001056642 精密切削加工の高度化によりＥＶ車用アルミ部品の大量生産に挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社日正 9140001039387 自然豊かな環境で療養を行う、放課後等デイサービス事業への事業転換 深津勝哉

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 福辰合金株式会社 3140001002391 カーボンニュートラルに向けた省燃費船舶用大型鋳物の製造への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社クオリティー 1140001026087 既存商品服飾雑貨と全く異なるオーラルケア独自商品の開発販売への挑戦 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社杏栄工業 6140002048241 全天候型の屋内野球練習場の運営に挑戦する事業計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アドヴァンス 9140001080795 奄美群島・徳之島で行う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 尼崎市 有限会社リビエール 5140002043185 東京出店に伴うパンの製造販売とＥＣサイト構築により売上拡大を図る計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社永松製作所 4140001050423 高性能ＣＮＣ旋盤の導入による金属加工品目の拡張および生産性向上計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社ミヤケ建設 4140001063821 土木工事の経験を生かしながら解体工事業への進出 播州信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社なりフーズ１ 1140002020089 食肉内臓専門加工業者から和牛の解体及び精肉加工業者への転身 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 三田市 有限会社創桐 5130002034400 ＡＩを活用したシステム構築と最新の設備導入で新分野展開に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社大山開発興業 5140001022421 産業廃棄物の分別事業 みどり合同税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社サワダ製作所 7140001054529 製造プロセス改善による産業用冷凍機向け部品の量産体制確立 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 加古川市 長井紙業株式会社 5140001043211 新規設備の導入による加工および製品ラインナップの拡充 吉村　友彰

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社シモテック 5140002004658 産業ロボット用の新たな高精度部品の製造開始による新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加東市 Ｔ＆Ｐ総研 従業員の行動変容を促すシステム販売業への転換 松谷　晴行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社金川鉄工所 1140002048072 再生可能エネルギーに使用される新たな生産設備部品の製造 播州信用金庫

近畿 兵庫県 小野市 山陽利器株式会社 9140001076703 塗装工程の事業買収を契機とした次世代型農機用刃物生産への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社プレスティージ 3140001000718 特許技術の機能水を活用した商品群の開発製造販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 住本建設株式会社 3140001083317 建設発生土（残土）の造成リサイクルを伴う処分場事業への展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ＲＥＤ株式会社 3140001101598 食品工場向けＩＯＴ衛生管理システムの開発と事業化 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社夙川プリ・スクール 2140002056818 西宮市の待機児童問題を解決する高付加価値学童デイサービスの展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 Ｉ－ＴＥＮ株式会社 3140001038964 高品質保証可能な自動製造装置付き高速ベンディング加工機の導入 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 こと平 ボディメイクに特化したレンタルジム及び自動販売機による売上向上計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社森田石材店 6140001041354 石材店の住宅リフォーム事業への新規参入による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 鈴木木材株式会社 1140001059541 木材乾燥業と国産一枚板製造販売実施のためのショールーム展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波市 サカイヘアーサロン 理容業で培った技術活用によるカーラッピング事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社かとう電器 6140002046757 ＩｏＴ家電が体験できる。ＩＴに苦手な方に寄り添った街の電器屋さん。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 竹内工作所株式会社 7140001100349 新設備導入による拡大基調の多軸振動試験装置加工への新規参入 馬場浩平

近畿 兵庫県 加東市 株式会社小林石油店 9140001074946 ガソリンスタンドの空きスペースをコワーキングスペースとして有効活用する。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社増田産業 7140002052804 工場集約と最新型ミシンの導入による高級雑貨事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市西区 藤田歯科クリニック 歯科医療知識を活かした、来院が難しい患者への訪問診療事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社金岡光輝園 4140001085064 最新ドローン技術・最新草刈り機導入による伐採草刈りの飛躍的生産性向上 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 ドティチュ ベトナム人向け食肉小売業からのアジア食材を中心としたスーパーへ進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 丹波市 山名酒造株式会社 2140001041358 有機ＪＡＳ認証の酒粕によるオーガニック加工飲料・食品製造事業の新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 日空工業株式会社 5140001078744 フリーズドライ食品メーカーに対する、真空凍結乾燥機の開発と効率 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 東洋ミネラル株式会社 2140001063261 障がい者支援事業の立ち上げによる収益改善計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 株式会社みのり 1140001077320 クレーン技術を活かした重量物運搬から高所作業事業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エムス・テック 6140001099418 ものづくりの教育を「エンジニア育成プログラム」サービスの展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 山﨑石材株式会社 4140001056379 店舗での墓参り用品の販売と出張葬儀サービスによる事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 アルリード株式会社 6180001125186 技術とリソースを活用し、継手・機械・部品及び消耗品をＥＣ販売する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 大豊工業株式会社 8120901024490 抜き工程の自動化によるリソースの最適化事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社高橋商店 9140001049840 中小酒卸売業における革新的な物流スキーム構築とＥＣ市場への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社アグリヘルシーファーム 6140005008985 自社農産物を利用してキッチンカーでのおにぎり販売と小中高生アスリートへ食トレのサポート 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 有限会社テクノフーズ 2140002062849 感染症対策下で広告を提案するサイネージ付きかご殺菌機事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 Ｆａｉｔｈ　Ｗｏｒｋ 企業交流の場を提供するシミュレーターゴルフで地域活性化を促進。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 い草 自動販売機による冷凍インスタントうどんの無人販売と多店舗化計画 坪井　亮

近畿 兵庫県 芦屋市 ランドスケープアーキテクチャー株式会社 2120001127290 テイクアウト・デリバリー対応の、立ち飲みバルによる事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 近畿測量株式会社 3140001085577 水中測量・マルチビーム導入による２次元から３次元への大転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 中井製作所 難削材加工技術で国土強靱化に貢献する橋梁用耐震補強ボルト等供給計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ヤンスイ株式会社 3140001034369 ミシュラン一つ星を獲得した鉄板焼き店２号店出店による業種転換 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リクスイ 4140001055026 ＤＸと人員採用を進め、河川測量から港湾測量への展開を図る事業。 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 小芦建設株式会社 6140001076210 自社完結の一貫中小規模ＩＣＴ施工による土木工事の革新及び経営のＶ字回復 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社リノワイズ 6140001088370 海外旅行者が歴史文化を体験できる宿泊施設の構築事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 丹波篠山市 Ｃｉｅｌｏ株式会社 3140001111829 地域連携を実現する「ＳＤＧｓセントラルキッチン」による冷凍食品製造受託 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 阪神ホーム株式会社 2140001047058 小規模塗装業者を対象とした共存共栄をはかるパートナー制度の構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 ふわり オーダーメイドを取り入れたトータルスタイリングサロン事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 南あわじ市 長尾屋 民宿の好立地と施設を生かし健康志向に対応した日帰り水素風呂事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ＭＵＳＫＡ 独立志向の美容師に働く場を提供する「集合型サロン」事業への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＨＡＡＡＰ 3140001110913 地産地消を目的とした健康志向食品の無人販売事業による売上規模拡大 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 カレラコーヒー 多品種の焙煎豆製造で手軽に専門店のコーヒーが飲める、ドリップパックの製造 浜口　祐介

近畿 兵庫県 姫路市 金寛工業株式会社 8140001113192 ミオンパシ―・モビリティを用いた労働安全に有効なフィットネスサービス 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 ＹａＭａ建装 郊外型完全個室２４時間シミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社親和エステート 8140001119685 好立地の店舗による「手作り・種類豊富・健康的」な惣菜と弁当のテイクアウト事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 高山石材店 原油価格高騰でニーズ高まる再生食用油のろ過システム製造力を強化 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 加美電機株式会社 1140001075423 モジュール実装基板製造ラインの新設による新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ハイアップ 2140002026093 地域を元気にし、仲間との憩いの場を提供するハンバーガー事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 メタルアートアンドジュエリー　ユウジイシイ ニューツーリズムにおける体験型コンセプトジュエリーカフェ事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社庄田軒精肉店 9140001111732 急速冷凍機３Ｄフリーザー導入による生食用食肉加工事業への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 民宿瀬登 料理民宿の強みを活かし、貸別荘事業を新分野展開する事業計画 株式会社阿波銀行
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近畿 兵庫県 南あわじ市 南あわじ山形農園有限会社 1140002070118 南あわじ市の地産地消を促進するうどんメインの飲食店運営計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社大和生研 9140001059872 ＩＴ×葬儀　アフターコロナにおける新たな葬儀のカタチ「オンライン葬儀」 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 姫路市 梅岡株式会社 1140001057925 老舗呉服店による新たなフォトウェディング事業への挑戦 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイデック 3140001062601 完全個室のシミュレーションゴルフ兼カフェ店による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社新生工業所 5140001034961 チップサイズの小型化の時流 税理士法人アクアマリン

近畿 兵庫県 姫路市 三木商店 青果卸売から青果小売＆美容室＆地産カフェへ多角化転換 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＧＥＯソリューションズ 2140001072031 ドローン導入・運用コンサルを伴う産業用特殊機体販売事業 坪井　亮

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社森谷工芸 3140001018000 駅前立地のファクトリーショールームから訴求する暮らしに合ったオーダー家具事業 経営ビューイング株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社阪神計器製作所 3140001050663 電子式水道メーター市場への新規参入及び量産体制の構築 檜垣　典仁

近畿 兵庫県 姫路市 龍田紡績株式会社 3140001059985 炭素繊維の糸（連続繊維）の開発と製造販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ヤマモトガレージ 9140001046268 トータルカーサービスの優位性を活かしたショールームでの自動車販売 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 青木設備工業株式会社 3140001032133 人脈と地縁を活用、駅前・地域密着型のインドアゴルフスクールで収益向上へ 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 山口鮮魚 淡路島繁栄の裏で地元の魚仲買が起死回生を誓うプロジェクト 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ＺＥＮＳＩＮ 5140001095327 保育園事業から地域貢献を果たす放課後デイサービス事業へ転換 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社シービット 8140001020835 デジタルシミュレーターによる三密回避のソロテニス練習場の新規事業展開 株式会社アシスト

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社ケイテック 7140001077133 超音波式検査法導入による海外向けＤＯＴ規格ガス容器市場への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ｍａｉｍａｉｓｈａ 9140002048049 喫茶併設の小さな美術館を機能分離、各々新サービス提供による事業再構築への挑戦 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 えのもと接骨院 接骨院から非接触型２４時間セルフエステへの事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 安積　貴士 今ある「技術支援」や「人的資源」を最大活用した、新たな美容サービスの多様化にチャレンジします。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社畠山企画 2140001072576 低額・定額制の「ｗｅｂチラシ作成し放題サービス」によるＶ字回復計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 浪漫亭食堂 地元人気居酒屋がシミュレーションゴルフで地域活性化のハブ拠点に 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社日産精機工作所 4140001044598 溶接事業への新規参入による一元管理体制の構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9140001126524 次世代足場を利用した中高層マンションの大規模修繕工事の足場設置業への参入 福井寛之

近畿 兵庫県 丹波市 足立自動車鈑金株式会社 6140001040884 地域初の試み！地域の高齢化に対応した先進安全自動車の整備と車検 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＨＡＶＥＦＵＮ 9140001108480 「モノ」売りから「コト」売りへ。スポーツ＆フィットネスの総合サービス企業へと進化する。 川阪　伸一

近畿 兵庫県 多可郡多可町 桑村繊維株式会社 6140001075476 フットサルウェアＤｔｏＣ事業の展開 有限会社三井経営研究所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社増田 4140001107784 富裕層向けゴルフシミュレーターを併設したカーディテイリング事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社兵庫測機販売 5140001040547 構造物維持点検サービスへの進出による事業再構築 松永　敏明

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社久保田製作所 8140001055897 最新のデジタル機器、地元高校とのコラボにより、めっき工場からパン屋へ業種転換 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市 ｃｏｃｏｓｔａｔｅ合同会社 5140003014763 愛犬家とペットが毎日通える全天候型ドッグラン事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社シシオス 3140001103982 体幹トレーニングにより子どもやアスリートの心と体を育成するスポーツ教室の新規開業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ベルズ 1140001101831 淡水魚養殖事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社安楽電工 3140001102654 既存事業と当社社員のパン作りノウハウを活かした冷凍パンの製造 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＲＩＮＸｓ 9140001117936 ランゲージ・エクスチェンジを元にしたオンラインプラットフォーム 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 神戸須磨書店 「憩いの空間」古書店と美容室が一体化した、ほっこりして頂ける店舗 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社フジ工業 9140001063602 半導体製造装置市場への新規参入によるコロナ禍、物価高騰の克服と事業拡大 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 ハートパック株式会社 2140001041250 脱プラスチックス包装への対応による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡香美町 エイワ電器株式会社 3140001056644 電子部品実装技術の高度化により新規ＬＥＤダウンライトの基板事業へ挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社淡味 4140001086112 産地から食卓まで！これからの生鮮サプライチェーン構築のためのハブショップの展開 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社住環境クリニック 4140001102208 高機能をアピールするモデルハウス新設によるリノベーション事業へ転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＡＣＲＯ 6140001088420 ウィズコロナでも事業持続可能な仕組みで飲食業界に進出 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 クラージュ株式会社 6140001033153 １日１グループ限定！海が見える６００平米の土地を活用したペットも同伴可能なグランピング事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 明石市 株式会社かんさいベイト 5140001109516 釣り餌問屋の小売業への事業展開 日新信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 食堂カフェ　バイオリン 働く女性の身近な癒やしを求めたリトリート施設の新設による、飲食事業から宿泊業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ドロウファクトリー 7140001096752 自社のデザイン・設計力を生かし、貸別荘事業に進出する 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社紅諒 4140001100608 サラダチキンの無人販売店舗の出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社友結 7140001114398 人とペットが共に遊べる・学べる新たなペット複合施設の運営事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＬＯＫＫＩ 4140001125704 人流増加エリアでの独自性が高い地域密着型学習塾の新規開校 馬場浩平

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社エコライフジャパン 8140002027417 ハウスクリーニング会社が空き家を再生させるリフォーム業へ挑戦！ 西田　和倫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社明誠建装 7140001109621 ドローン技術を活かした造成工事における測量事業 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｌ’ＡＶＥＮＵＥ株式会社 5140001057384 低糖質・ビーガン対応冷凍スイーツ等を新規製造販売しＶ字回復 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社島村 8140001085093 地産土産のプロが地元牛乳のアイスクリーム商品化と販売展開に挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 ウイ塗装株式会社 4140001029401 オリジナル家具のデザイン・販売を行い、快適な自宅オフィスのスペースを提案 ＭＳＣ税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308 地域と水産の課題を組合わせ、ＳＤＧｚの観点より新分野展開を図る 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 イアフレド株式会社 4140001104030 ヘルスケアアプリ連動のワイヤレスイヤホンのシステム開発 浅野　直人

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社森企画 8140002058081 ドッグにグッドなグランピング施設 税理士法人ＨＹＫ

近畿 兵庫県 明石市 学校法人森学園 8140005022316 多可サイクルステーションの設置に伴う地域ＷＥＢメディアサービス 奥　光明

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社水登社 4140001021390 自動車産業へ参入　パイプ自動化加工設備の拡販 笹倉　宣也

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社パルス 9140001078815 「施術×運動」をコンセプトとしたトレーニングジム併設の整骨院 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社英真 1140002047636 インバウンドにも！ファミリー対応１棟貸し【まちなか別邸】の運営 但陽信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 大林創建 自宅スイーツ需要に応える「テイクアウト専門プチパンケーキ」製造小売に参入 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社スパイナルリンク 3150001022496 運動特化型デイサービスへの業種転換 トーマス株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 スリーライン 地域の価値創出の拠点「クリエイター向けシェアオフィス」の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 うえだ歯科クリニック インプラントと矯正を高度化して総合的な歯科治療体制を確立する 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社いち屋 4150001020474 グルテンフリー＆ロカボな総菜の製造販売と健康食堂「トング」 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社介護のおくむらさん 8150001016824 福祉用具の非接触型中古販売事業計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 安田デンタルラボラトリー ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる製造方法に改革し、顧客ニーズを満たす補綴物で健康増進に貢献 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社タツミ 9150001010669 『高信頼性への革新に向けた３Ｄ画像基板外観検査への業態転換』 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 株式会社白男川 2150001016747 コロナ禍、コロナ後に集客できる飲食新事業への転換 髙司　浩史

近畿 奈良県 奈良市 ＷａｓｈｏｋｕＰｒｅｓｓ 京都文化を持続的に未来へつなぐ 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 グリーンベアーズカンパニー 大正・昭和初期の洋館の部屋レンタルスタジオ新分野展開事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 フェローファニチャープロダクツ 一般消費者向けオリジナル家具の製造と販売拠点の開設による店舗用什器製造事業からの転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 ナイヤビンギ ベジタリアンカフェがテイクアウト・ネット販売（物販）をメインとした店舗を新設 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 ａｄｄ　ＰＬＵＳ 古民家を活用した地域と都市の人と経済を結ぶ地域経済活性化事業 やまと税理士法人

近畿 奈良県 高市郡高取町 カイロオフィスあしたか 温活施術で新規患者の獲得＋セラピストへの温活コーチング！ 寺崎　兼司

近畿 奈良県 磯城郡川西町 株式会社吉村モータース 9150001011378 中古車をリフレッシュ！循環型社会に対応した新規販売方法の確立 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 生駒ミナト整骨院 メディセル導入！幅広い治療を行い、幅広い症状改善・幅広い年齢層の獲得を狙う 寺崎　兼司

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 アベノ日本一 毘沙門天の使い百足（むかで）の卵型ドーナツ開発で新規需要開拓 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡天川村 杉本銘木・オートキャンプとちお コテージ建設による新たな顧客層獲得と収益性の改善 奈良県商工会連合会
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近畿 奈良県 奈良市 株式会社福井商会 7150001002098 脱炭素社会実現に寄与するカーボンニュートラルＬＰＧ販売事業への業態転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社丸野金属 5122001027039 ミックスプラスチックからマテリアルリサイクルプラスチックへの転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社やまと蜂蜜 1150001002467 低粘性飲料の紙カートン充填技術の獲得による中国コーヒー市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 大和高田市 豊富住建株式会社 9150001013110 「子供の面倒をみながら家で仕事ができる」次世代の新しい家づくり事業への挑戦 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 パラダイスバーガーズ “グルテンフリー＆ローカーボ＆高たんぱく”最強健康ハンバーガーで、身も心も元気になる「本格派健康志向カフェ」の展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 藤井株式会社 9150001010883 自社特許技術を活用、「超軽量」「超吸水」製品でＥＣ市場開拓へ			 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社吉川国工業所 5150001013659 サポイン事業のＣＮＦ複合樹脂製品実装化及びバイオ複合樹脂販売による川上産業新進出で環境配慮型企業として成長する 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 御所市 石川化学工業株式会社 4150001014781 エンジニアリングプラスチックによる新分野展開を通じた高付加価値事業への転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 ラッフルズオート 先進レーザー装置導入による自動車整備の革新と顧客満足度向上 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和郡山市 菓子工房秦製菓株式会社 4150001019590 「新しい生活様式」に対応したポストコロナの和洋菓子の製造販売 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 奈良県 宇陀市 山本建設株式会社 2150001009825 ドローン操縦技能の普及と高度化で地域産業の高度化に寄与する 一般財団法人南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 香薬房 「漢方セルフカフェ」と「煎じ代行サービス」を加えた「体験型漢方薬局」の実施 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 株式会社川東履物商店 2150001025467 履物文化発信基地構築による自社ブランドと地場産業の活性化を目指した再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 株式会社アドバンス 5150001012074 コロナ禍でニーズが急増中。中古トラックとキャンピングカーの洗車「専門」サービス事業への挑戦 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社Ｒｅｌｉｅｆ 5150001022916 整骨院の知識・技術でシナジー効果を狙った美容院への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 小松建築設計事務所 多様な業種に対応したコロナ対応型シェアキッチンの運営 升谷道教

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 株式会社サンキ 1150001012796 樹脂鏡面加工機の国内導入による、商品付加価値の向上及び顧客満足度の向上 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ラブレゾナンス 3150002001945 待ちの姿勢から攻めの営業へ！飲食店経営でお客様との接点づくり 奈良商工会議所

近畿 奈良県 高市郡明日香村 ヤマモトソックス株式会社 5150001011472 靴下業界初の生分解性繊維で作るエコロジーソックスの開発とＤ２Ｃの実現 水上　和之

近畿 奈良県 大和高田市 ふくすけや 安心安全で健康にこだわり、地元の活性化に繋げるベーカリー事業への転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社つるや 6150001018566 芸舞妓オンラインスクール 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 奈良県 橿原市 ビル・エイド株式会社 9150001020569 ２４時間３６５日柔軟な働き方に対応するサテライトオフィス事業 福本　功

近畿 奈良県 橿原市 ＫＯ．ＣＲＥＡＴＥＳ株式会社 9150001025205 セントラルキッチン新設によるデリカテッセン事業と介護ケータリングへの業態転換 角井　崇文

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 柿の葉すし　ひょうたろう 「待ち」から「攻める」営業へ！既存の強みを活かした卸販売事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 桐語貿易株式会社 2150001018867 薬膳料理店発展計画書 中村　徹

近畿 奈良県 奈良市 株式会社良金興業 2150001002565 “地域の高齢者の憩いの場に”地域特産品を使用したバリアフリーカフェ事業 株式会社愛知銀行

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 株式会社グルメＮＥＴ 4150002010318 百貨店の惣菜対面販売から鮮度保持冷凍技術導入とＥＣ通販事業 安田　有一

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ワイズ 1150001007771 地元奈良の食材を生かしたラーメン店で地域活性化 星　雄仁

近畿 奈良県 奈良市 株式会社かんとりい 3150001019815 オーガニック食品の宅配業への新分野展開で売上を回復する 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 カフェアンドレストランプール フランス仕込みのシェフによるフランスの本格焼き菓子店の開発 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 橿原市 田中瓦工業有限会社 3150002010748 深刻化する空き家問題解決に貢献！屋根工事業で培ったリソースを活かして解体工事業へ新分野展開			 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社はしもと商店 5150001022107 急速冷凍機の導入による「急速冷凍瓦そば」の開発、テイクアウト販売への業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 奈良県 五條市 新濤和産業株式会社 7150001016387 プラスチック製品の製造事業の立ち上げ 丸山　千寿

近畿 奈良県 生駒市 株式会社クレイル 8150001004829 外構工事の自社施工と大工塾の開講による新分野展開への挑戦 田中　道彦

近畿 奈良県 天理市 株式会社佐倉 7150001024646 建築施工事業から加工事業に進出、一気通貫体制で競争力を強化 中村　誠

近畿 奈良県 御所市 株式会社井上自動車 1150001018455 市内で唯一のＡＳＶ整備対応による事業用車両向け車検事業への進出 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 根来僚 奈良ブランドの高級焼肉とおもてなし接客で事業再構築を図る！ 野竿　健悟

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社小春日和 9150001025460 発酵食品テイクアウトとＥＣ立ち上げによる地域連携と健康支援 セブンセンス税理士法人

近畿 奈良県 葛城市 株式会社鳶真 2150001021268 次世代マルチアングル工法法面足場を利用した法面足場工事への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 奈良県 大和高田市 彩和奏　心み 差別化メニューとして奈良県産ジビエ肉や地場産食材を使うオリジナルソースかつ丼店の展開 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ＫＯＷＡ 2150001012713 鉄骨にかかる軽量二次部材製造加工分野への進出について 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒郡平群町 有限会社曽我乃家本店 2150002006342 究極の時短料理！和菓子職人の技術を活かした魔法の調味料の開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 特定非営利活動法人おひさまひろば 4150005004614 療育＆保育経験を活用！生活介護と地域交流で思い切った新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 奈良県 奈良市 アップルデンタルクリニック 予防矯正の提供を中心とする健康増進型歯科医院への再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 宇陀市 侑大運輸株式会社 3150001010212 新たに営業倉庫事業を開始することによるトラック輸送網の集約化 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 上古代工芸社 地産地消を掲げたラグジュアリーナイトカフェによる地域活性化 株式会社フラッグシップ経営

近畿 奈良県 葛城市 有限会社山下製作所 5150002009441 アナログ加工機と最新型複合旋盤の組合せによる半導体製造装置市場への進出計画 島本　昌一

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 奈良仏像彫刻舎 陶芸教室と陶器陶人形制作卸事業から小売店展開事業への参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社Ｆｒｅｅ　ｃｈｉｌｄ 4150001020557 犬の専門家と服飾専門家が業務提携して提供する犬の衣装製造販売及び写真撮影サービス 岡田　啓秀

近畿 奈良県 宇陀郡曽爾村 森のオーベルジュ　星咲～きらら～ オーベルジュが過疎地域で挑戦する一日一組限定の高級貸しコテージ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社ケッチファクトリー 1150001017523 コロナ禍での癒しを提供する非日常南国風カフェ×美容サロン		 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 株式会社奥田工務店 8150001020652 木造住宅の工務店による建築端材を利用した家具製造販売業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 橿原市 株式会社マルマツ 9150001011915 オール電化の介護サービス　包括型グループホームの立ち上げ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 奈良県 天理市 株式会社松田工業 5150001023658 溶接業が手掛けるアイアン家具セレクトショップ 税理士法人あおば

近畿 奈良県 天理市 合同会社ほうせき箱 2150003001276 日本初の奈良県産「柿の葉茶」専門店新設事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 有限会社エム・ディー 9150002007053 独自の製法によるオリジナル冷凍食肉製品の製造 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 未来創造マネジメント株式会社 1150001009132 間人の地域事業者と提携し、町全体をホテルに見立てた宿泊施設の設営 かなえ経営株式会社

近畿 奈良県 橿原市 株式会社高橋商店 6150001010647 Ｉｏｔコインランドリー×高級カーケア×灯油配送インフラ整備によるＳＳの事業再構築 中村　晃

近畿 奈良県 大和高田市 東武建設株式会社 2150001022448 奈良県初！託児所付き総合美容施設による美容業界の技術革新 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社上杉食品 5150001014764 こんにゃくメーカーの無添加レトルト総菜で食の安全と楽しみを守る！ 山田　順也

近畿 和歌山県 岩出市 美肌脱毛グリュック トリートメントエステによるトータル美容のワンストップサロン 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 南海染料製造株式会社 6170001002452 日本で唯一無二の有色スルホン化技術による黄色染料新規生産 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 株式会社フジ電装 2170001002877 あらゆる看板製作ニーズに応えることにより地域の経済活性化に貢献 星　雄仁

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ディープジャパン 3170001000608 キッチンカーの総合商社を設立し、地方創生に寄与する 税理士法人あすなろ

近畿 和歌山県 海南市 美容室もーぶ 美容室に併設した脱毛サロン　キッズ・ジュニアの脱毛需要を開拓する 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 有田市 株式会社古川組 8170001007409 社会のインフラを支える！管工事事業参入で総合建設業として１００年企業へ 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 株式会社平山 7170001002815 高性能複合縁貼り機等の導入による家具Ｄ２Ｃ販売事業の展開 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 西風大工 未病診断システムで未病診断・健康経営サービスの展開 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ｓａｓｑｕａｔｃｈ 2170001013263 若者ｐｈｏｔｏカルチャー発信事業で、シャッター通商店街の再復興を目指す！ 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 麺屋ひしお 生麺製造販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社エヌエス 4170001008385 古民家を活用した体験型宿泊業にチャレンジし地域活性化を！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 和花菜農園 農林埜里家　ひぐらし　（のりのりや　火暮らし） 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 オフィスグリーン 動画広告製作および公開による視聴回数に応じた広告事業 岸川　勇生

近畿 和歌山県 橋本市 音楽工房 民族楽器・音楽・文化の教授と販売事業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 ウインドセンター　〇紀工業 地域初！いつまでも美しくありたい女性のためのエステサロン 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 和歌山市 ２１９＿７ｒｏｏｍ まつ毛エクステサロン＆写真スタジオで地域ニーズを獲得 前薗　浩也

近畿 和歌山県 御坊市 ココロヘアー 地域の魅力を力に海辺のトータルビューティーの挑戦 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社前田 6170001008276 老舗ラーメン店によるあんこを使った新しい食の価値の提供 大八木　勇毅

近畿 和歌山県 和歌山市 岩本石油株式会社 5170001000291 ガス事業のＤＸ化でＣＯ２削減と成長を実現！ＬＰＷＡ導入 株式会社紀陽銀行
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近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 和歌山南紀センター 高齢者層と新成人をターゲットとする理美容サービスと写真事業 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 株式会社クライス 4170001009912 “新しい和歌山の銘菓”出店による新分野展開計画 沼崎　健一

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ユニワールド 3170001007438 ＰＵＭＡワークウエア及びＰＵＭＡワークグローブの企画開発による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社キーポイント 2170001014732 「国産」のペット仏壇の商品開発および販売事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社丸幸 2170002003544 冷凍水産食品製造の自動化と学校給食用白身魚フライの製造・販売の実施 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社アクシス 7170001009777 和歌山県白浜町産のオリーブを使った加工品製造・販売事業 株式会社リアリゼイション

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ｌ． 1170001016829 温室設備を用いた高品質な観葉植物の栽培及び対面・ＥＣ販売 水城　実

近畿 和歌山県 橋本市 ペットシッターランド 高野山等の観光客改善を見越したペット同伴可能フルーツジュース販売事業への挑戦 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲＥＦＯＲＭ 5170001000531 三次元フレーム計測システム導入による自動車整備の受注拡大計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フーズファイル 8170001008381 食に新たな選択肢を！地産地消の温かみを感じる高齢者施設向け惣菜デリバリー事業 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Ｈｏｕｓｅｌａｎｄ 9170001015294 不動産の空間スペースを最大活用する３Ｄデジタル広告事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 田辺市 宮惣ケミカル株式会社 1170001008933 化学材料を撹拌して粘土形状の鉄粉取りクリーナーを製造する計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 海南市 株式会社名手酒造店 7170001005792 新ジャンル「スパークリング日本酒＆低アルコール原酒」による新たな市場開拓 海南商工会議所

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 小守デンタルラボラトリー ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入によるデジタル化と新素材の活用による次世代型歯科技工所の構築 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 クワトロ 地元の餡子を用いた「あんバターサンド」ブランド強化で事業再構築 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 株式会社小竹農園 1170001008660 大手デパートで高級梅干を販売してきた当社が、小ロットの製造を開始し食品ロスの軽減を目指す！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 岩出市 増田米菓株式会社 2170001008255 有機あられと有機玄米シリアルを国内外で販売する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社エイコーコジマ 1170001000361 自動採寸機能を有する制服販売アプリの開発・販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社サンフレックス 7170001001420 農場直営の『ブランド豚』を消費者目線で扱う食品小売店開業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 理容ドラゴン 男性客だけでなく、女性客や高齢者を対象とする新事業への挑戦 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ビューティー 3170001013139 板金塗装業、及びロードサービス業の立上げ 丸山　千寿

近畿 和歌山県 日高郡印南町 株式会社フジ田産業 3170001010375 県内初の初心者から中級者を対象にした体験型キャンプ専門店の出店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社レンタリース和歌山 5170001013483 「コインランドリー×カーサービス」によるシナジー効果を発揮！複合型コインラン 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社マスメン 9170001003035 生活スタイルに応じた快眠コーディネート事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社千尋 8170001001782 心身を整え、パワーをチャージするサウナ事業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 吉松米穀株式会社 6170001007534 美味しいお米を地域の方々へ直接届けたい！米のプロが始める飲食事業計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ベネフィット株式会社 1170001005435 ラピュタの島の街、和歌山加太で昭和レトロなレストハウス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社シーエス・キュウ 9170002005030 和歌山の魅力を全国に発信する地産地消重視の高級パン専門店の新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 橋本市 水落工業株式会社 4170001010754 新製品のショートエルボの製造と新たな市場開拓を図る事業計画 株式会社日本修身経営

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 青山チップ 産業廃棄物処理業に参入し、廃材をバイオマス発電燃料に！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 越内事務所 人材研修サービスで新時代の「コンサルのできる社労士」に！ 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 有田市 株式会社上友農園 6170001014324 ＳＤＧｓ推進、規格外みかんを活かした、高糖度みかんジュースの新商品開発と製造施設の設置 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社共立産業 5170001000960 当社の強みと機会を活かす事業系リフォーム事業での新分野展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ワールドエージェンシー 7170002005115 魅力ある地域にもっとモビリティを！レンタカー・カーシェア事業 岡　京子

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社加治安 8170001011633 感染症蔓延などの外部環境に影響されない付加価値の高い水産加工食品開発へ 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社音和産業 3170001006902 電気の専門家集団として、災害に強いまちづくりに貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 音楽文化堂ピアノワールド 音楽ホール建築による地域活性化！和歌山を音楽の街へ！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社佐々木農園 5170001009787 規格外梅を活かした「梅スイーツ＆梅シロップ」の新商品開発と製造施設開設事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 田辺市 トータルビューティマネージメント　インディ 愛犬とともに世界遺産の自然と食が満喫できるドッググランピング施設の運営 植田　竜夫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社武田建設 8170002002359 オーダー家具ショールーム・ＤＩＹツールショップ併設型　健康と環境に配慮したヘルシーなカフェを開店します 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社村上コンクリート工業所 5170001008938 残土の受入事業による業種転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社大黄印刷 3170002002223 印刷業における製本工程内製化による競争力向上 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社小川製作所 9170001007746 半導体製造装置の高精度の部品製造により事業を強固にする計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ラポール 7170001012979 和歌山県内初の法事・法要専用会館事業						 株式会社アカウティングプロ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社アイシン 7170001015973 地元商店街復興の起爆剤なり得る「近隣ニーズに応える韓流スイーツカフェ運営 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ＯｃｅａｎＨｏｕｓｅＳｈｉｒａｈａｍａ オーベルジュとヴィラを融合した新たな宿泊施設への事業転換 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社山本建設工業 6170001014142 ＩＣＴ建機の導入による建設工事市場における新市場開拓事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社合同興業 9170001010329 乾式吹付工法の技術習得により、今後、急増する社会インフラ設備の維持補修市場で新分野事業を展開する 瀬藤　啓司

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社大輝製作所 3170001007834 〇 新設備の導入と連携体の構成による建設機械分野への進出計画

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ダイヤテック 4170001007841 〇 新設備の導入と連携体の構成による建設機械分野への進出計画

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 ナカト産業株式会社 6170001014786 次世代環境配慮型燃料「ＧＴＬ燃料」油槽所開設による新分野進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀州まちづくり舎 8170001013530 駅近の芝生公園における屋外の屋根付き多目的レンタルスペース運営事業 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 株式会社ヴァイオス 1170001002622 下水道の検査・高圧洗浄事業を展開する当社が「下水道管の補強・補修」並びに「無機性汚泥の農地還元事業」に取り組む 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 株式会社ライトスタッフ 5170001014705 旅館ビルの活用によるレンタルスペース運営事業 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 株式会社有北秀雄商店 5170001000151 美容室とカー用品店がコラボ！新規顧客の相互獲得で収益体質改善 税理士法人ＫＴリライアンス

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社日本保缶工業所 7170001002583 メンテナンス業者が挑む物造り製缶事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 橋本市 小林農園 地域雇用創出！ＤＸ導入によるｗｉｔｈコロナいちご観光農園事業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 土井福商事株式会社 4170001002207 移動販売によるこだわりのたまごサンド、飲食店人気メニュー冷凍配達事業 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 株式会社キタノヤ 9170001015947 内装工事事業者による法人向け福利厚生施設として展開するスポーツジム運営事業 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 ＥＳＴＡＴＥ　ＬＩＮＫ株式会社 8170001014347 「ゼロ・エネルギー化した低層スモールオフィス」の開発及び、製造、販売で新しい不動産価値を創造する事業 瀬藤　啓司


