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エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

近畿 福井県 R2181U00002 株式会社豊岡組 1210001002171 通常枠 舗装などの新分野に参入し事業規模拡大による生産性向上を図る 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00005 有限会社丸和製材所 6210002010689 通常枠 国産材を使用した地産地消のバイオマス発電用木質燃料製造事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

近畿 福井県 R2181U00006 株式会社折玉 9210001000837 通常枠 オーダーメイド紙製テイクアウトボックスの製造及びオンライン販売 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181U00021 手賀精工株式会社 3210001013084 通常枠 医療機器部品の新展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 福井県 R2181U00022 サカセ・アドテック株式会社 5210001007547 通常枠
既存のインテリア製品より新分野として外装建材・高速鉄道車両用天井材

製品を展開
株式会社福邦銀行

近畿 福井県 R2181U00024 フルーツのマルゲン 通常枠 果物在庫有効活用！生ジュースで新顧客を獲得する店舗改装工事 大野商工会議所

近畿 福井県 R2181U00027 ＩＩＯプロデュース株式会社 1210001016691 通常枠 福井県内初許認可となるレストランＢＯＸを活用した新分野への展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00028 福貨通運株式会社 7210001003362 通常枠 福井発　コンテナステーションを利用した鉄道による積合せ輸送事業 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 R2181U00032 株式会社北陽製作所 3210001003424 通常枠 昇降ステージなど大型機分野に参入し、事業規模拡大を図る 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181U00035 株式会社幸池商店 5210001013941 通常枠 国際輸出規格対応の「原料米」保管物流ワンストップサービス体制構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00036 ジビル調査設計株式会社 1210001001644 通常枠 「水中構造物の可視化点検サービス」 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 R2181U00038 料亭　ほんだ 通常枠 料亭設備を改修・再活用したゲストハウス・お土産店事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00039 鯖江精機株式会社 8210001012560 通常枠 先進的な農業や産業を推進する人工衛星用部品の生産体制構築計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00040 ケイテー株式会社 6210001010021 通常枠 産地力を結集したドローン用パラシュート開発販売による事業再構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00042 株式会社エーリンクサービス 8210001013781 通常枠
ＸＲ（仮想現実、拡張現実、複合現実）を使ったプロモーション画像、動

画制作
株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181U00045 株式会社オームラ 6210001000658 通常枠 ウィズコロナにおける新しい葬儀関連サービス体制の再構築 福井信用金庫

近畿 福井県 R2181U00047 株式会社増田 9210001012213 通常枠 製粉・製麺・飲食ワンストップ化による超高付加価値蕎麦の提供 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00049 大成精工株式会社 9210001013483 通常枠 アウトドア用品の開発・製造・販売を通じてＢ２Ｃ市場への新規参入 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181U00052 株式会社ぼんた 9210001008839 通常枠 ＤＸ導入による持続可能飲食モデルの構築　炭火ジンギスカン事業展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 R2181U00054 株式会社酒乃店はやし 7210001013436 通常枠 新たな食品販売部設立による一般顧客に向けた新規販売体制の確立 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00058 株式会社カガセイフン 9210001009358 通常枠 「全国初の石臼専門工場」オリジナルそば麺の製造販売事業の展開 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181U00059 株式会社鮮魚丸松 8210001016867 通常枠 超新鮮！製造加工業への業態転換計画 南　誠太郎

近畿 福井県 R2181U00063 スペックス株式会社 8210001017502 通常枠 アウトドアで楽しむ「避密」のサイクリング×キャンプ宿泊体験 株式会社北國銀行

近畿 福井県 R2181U00071 株式会社笹岡工業所 2210001007112 通常枠 木質灰を泥土改良材にリサイクルする新たな生産体制の確立 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00072 ミツカワ株式会社 7210001012017 通常枠
全世界の官公庁用ウェアに最適な「究極の素材」の開発と全世界でのスタ

ンダード化
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00073 株式会社三星 2210001004035 通常枠 段ボール製品のデジタル印刷新製造方式による業態転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00078 ＳＰＥＥＤＰＬＡＮ株式会社 3210001009644 通常枠 感染リスクの低い宿泊施設を遊休地に建築し宿泊業への転換を実現 株式会社福井銀行

2023年4月14日時点
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近畿 福井県 R2181U00081 サラマンジェフ 通常枠 人気レストランのブランド力を活かした総菜販売事業への展開 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181U00082 株式会社ノースリバー 4210001017729 通常枠
店舗集約及び製麺所、デリバリー対応のセントラルキッチン整備による業

態転換
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00095 株式会社ウノコーポレーション 5210001011482 通常枠 工具商から自動化を実現するロボットシステムインテグレーターへ 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00096 エイ・ジェイ・テックス株式会社 7210001010177 通常枠
ＡＤＡＳ（先進運転支援システム）／自動運転システムに必要なセンサー

デバイス基布材の開発製造事業
株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181U00100 有限会社ケーイーエス 6210002007454 通常枠
カーディテイリング技術を応用し、ブランド革製品等のリユース市場への

進出計画
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00101 株式会社家高 8210001010804 通常枠
敦賀産未利用魚を活用した高齢者向けレトルト食品と訪問事業所向け代理

店販売
一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 福井県 R2181U00103 株式会社ジャストコーポレーション 7210001001639 通常枠 ＤＶＤレンタルケースのリユース事業 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 R2181U00107 株式会社山口伊三郎家具 3210001004372 通常枠
異業種ノウハウを活かしたＤＸ活用・総合リノベーション提案企業への事

業転換
株式会社北國銀行

近畿 福井県 R2181U00111 北陸旅行株式会社 4210001003555 通常枠 旅立ちを身近に～自宅墓・手元供養の新規事業「もりびと」の展開～ 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 R2181U00113 日本エフ・アール・ピー株式会社 1120001093121 通常枠 新規引抜成形機導入による新製品ラインナップ増加と販路拡大 株式会社商工組合中央金庫

近畿 福井県 R2181U00115 カイノス株式会社 9210001007527 通常枠
医薬品業界やネット通販業界等への新規展開のための業界ニーズに適合し

た搬送ライン製品の製造
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00119 宇野歯車工業株式会社 3210001000207 通常枠
『省力化機械×協働ロボット』装置の一貫した開発・設計・組立・導入事

業への新分野展開　～精密歯車の技術と経験を生かして～
株式会社北國銀行

近畿 福井県 R2181U00122 廣瀬企業診断合同会社 4210003000988 通常枠 アフターコロナを見据えた築９０年の町家改装による市街地活性事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00125 株式会社長吉組 7210001010648 通常枠 建設工事のＩＣＴ化による３Ｄデータ作製業務への販路開拓計画 敦賀商工会議所

近畿 福井県 R2181U00126 シプロ化成株式会社 7210001007355 通常枠 農作物の高品質化や生長促進を図る青色蛍光色素の事業化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00130 株式会社長田工業所 5210001008586 通常枠 一貫体制を生かした安全性・耐久性に優れるアイアン家具の製造 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00133 株式会社寺下機型製作所 4210001002094 通常枠
鋳物製造工程構築による業界最短納期「試作木型・鋳物」一貫製造体制の

構築
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00140 株式会社ＮＣＣ 5210001013413 通常枠
スパッタ式イオンプレーティングによる高屈折シリコン成膜の成膜の新た

な発色技術の事業化
福井信用金庫

近畿 福井県 R2181U00141 北陸精染株式会社 7210001003453 通常枠
次世代省エネ染色工程の確立による医療用シーツ製造サプライチェーンの

構築
福井信用金庫

近畿 福井県 R2181U00144 株式会社うおとめ 7210002011513 通常枠
伝統と革新をテーマとした１３５年の老舗料亭から「割烹バル」への業態

転換事業
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00146 株式会社伸光 8210001001646 通常枠 インテリア雑貨ＥＣサイト立ち上げプロジェクト 南　誠太郎

近畿 福井県 R2181U00154 鎌仁別荘 通常枠 老舗料亭による高付加価値宿泊施設の開業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00157 中部インテリア株式会社 5210001002085 通常枠
抗ウイルス加工と転写を組み合わせた高機能カーテン製造による新市場開

拓
藤野　恵子

近畿 福井県 R2181U00158 株式会社グランディア芳泉 3210001007219 通常枠 新市場となる外来利用客の獲得を図る飲食店・ジム開設新事業計画 株式会社リョケン

近畿 福井県 R2181U00159 カワイローラ株式会社 9210001000779 通常枠 下水設備インフラの需要に応える新分野展開とその生産体制構築 髙田　友紀

近畿 福井県 R2181U00160 永平寺サイジング株式会社 9210001000399 通常枠 多層構造織物を使用した空気清浄機用加湿用織物フィルターの開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00164 株式会社ニシオ設備工業 1210001002799 通常枠 ＶＲ・ＭＲを利用した革新的な完成イメージと教育・研修方法の提案 福井県商工会連合会
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近畿 福井県 R2181U00167 島田整骨院 通常枠 完全個室でＺＯＯＭを使ったセルフ美容とセルフ介護脱毛に新分野展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00170 株式会社ＰＡＮＴＥＳ３６５Ｊａｐａｎ 5210001009584 通常枠
全国の女性起業家を応援する「あん食パン」販売専門店をＦＣ展開の為の

事業
福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181U00175 株式会社木工房蔵 9210002012559 通常枠
葬儀市場における新文化の創造を狙う商品開発のための設備導入及び販売

計画
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181U00176 株式会社ワカヤマ 4210001013406 通常枠
『感性度』の高い試作品製造及び地域連携による量産体制の構築～手加工

技術＆先端技術＆ＤＸを用いて～
株式会社福井銀行

近畿 滋賀県 R2251G00001 株式会社石田産業 3160001008057 卒業枠 新規廃棄物処理設備導入による中間処理事業への展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00007 株式会社アサノ 8160001002162 通常枠 美味しい高級イタリアンをご自宅で楽しむエンターテイメント 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00008 株式会社ＣＬＵＢ　ＭＡＩＳＯＮ 6160001007667 通常枠 自社ＥＣサイト構築並びに発送拠点・女性専用グループホームの建築 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 R2251U00012 株式会社増田機械 3160001012059 通常枠 売上一社依存脱却のためのリニア新幹線・空気分離装置用部品の製造開始 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00017 日の本辨工業株式会社 5160001008690 通常枠 最新の加工技術を活用した弁の新市場開拓による売上の柱の構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00018 有限会社小緑製作所 4160002010309 通常枠 精密板金加工技術を活用した厨房機器分野への進出 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 R2251U00019 辻プラスチック株式会社 4160001010053 通常枠 流動解析と最新機材導入による不織布を用いた高性能フィルターの生産 野坂喜則

近畿 滋賀県 R2251U00024 有限会社大洋工業所 4160002009689 通常枠 金型加工における自動搬送機等の物流システム機器分野への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00025 出雲産業株式会社 9160001011187 通常枠 新工場と新たな設備、製造方法による新型パレット量産体制の確立 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 R2251U00026 株式会社　Ｆｉｅｌｄ　ｐｌａｎ 6160001020967 通常枠
ポストコロナ社会に向け、独創的なＦｉｅｌｄ（空間）ｐｌａｎ（計画）

の提案
近江八幡商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00028 株式会社マルタヤファーム 7160001004226 通常枠 障がい者の就労・定着化に貢献する、日中一時支援事業の開始 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00030 エル・シー・コーポ株式会社 3160001015227 通常枠 再生可能エネルギー発電システムの部品製造の内製化によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00031 株式会社アグリ・イズム 9160001019899 通常枠 コロナ禍で低迷する米需要に飼料用米を提案する新分野展開事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00033 大一プレス工業株式会社 4160001013460 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、医療機器産業等へ進出 京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00034 株式会社緑水亭 4160001002117 通常枠
旅館でアウトドア気分を楽しむ！三世代旅行をターゲットにしたべランピ

ング客室
株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 R2251U00035 株式会社ドリームライン 7160001020801 通常枠 低温倉庫を活用した農家と飲食店を繋げる配送会社の新たなチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00040 株式会社ヤスオン 1160001018198 通常枠 ２２世紀の演奏活動へ繋げる演奏家のための演奏動画配信スタジオ 京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00042 ツジコー株式会社 9160001005164 通常枠 アーユルヴェーダ植物を利用した健康食品事業への展開 税理士法人経営ステーション京都

近畿 滋賀県 R2251U00044 本郷防災株式会社 3160001018799 通常枠
アクアポニックス農場による有機野菜と魚介の高効率同時生産開始と６次

産業化
滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00045 株式会社信英技研工業 7160001013425 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として食品搬送機器製造へ挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00053 株式会社メック 7160001007113 通常枠 レーザー加工機を導入する製造方法の変更による業態転換 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00055 株式会社草野組 7160001006585 通常枠 キャンプ場再整備による琵琶湖リゾート空間整備事業 西川　雅英

近畿 滋賀県 R2251U00056 日本酒と魚串　松吉 通常枠 ティーサロンを併設したエステティックサロンの新規展開 松尾　宏文
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近畿 滋賀県 R2251U00057 株式会社松島フーズ 2160001015962 通常枠 高鮮度冷凍技術を活用した国産魚の新商品で新たな需要と販路を築く 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00058 ハグロエンジニアリング株式会社 8160001011527 通常枠
金属部品洗浄機の製造・販売事業へ新たに進出し、下請けからの脱却を目

指す
ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00059 有限会社ネヌケン 6160002006049 通常枠 コロナ禍に負けない。甲賀市初のコワーキング事業への挑戦！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00060 株式会社きくのや 1160001000528 通常枠
客室完結型ペットルーム３室の新設と食事提供動線改善による生産性の向

上
株式会社リョケン

近畿 滋賀県 R2251U00064 堀内製粉 通常枠 「雪蔵」環境を再現する品質管理倉庫による米の革新的流通拠点の構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00065 株式会社近江美研 6160001015736 通常枠 産業廃棄物中間処理事業への新分野展開による自立型事業の確立 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00067 株式会社三友 3160001012843 通常枠
ファインセラミックスの高精度加工技術を活かした金属部品製造により海

水淡水化分野の強化計画
株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00068 株式会社新建ルーフ工業 1160001005865 通常枠 施工ノウハウを生かした自社設計建材の製造・施工体制の構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00069 株式会社マスイ 2160001010229 通常枠 開発設計棟を建設し環境機器事業（炭化装置の開発製造）への新分野展開 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00076 株式会社Ａｔｏｒｉ 8160001014959 通常枠 草津市初の個室型シミュレーションゴルフ酒場の出店でＶ字回復 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00083 有限会社トレードプランナー 8120002037442 通常枠
自然素材のヘナやクレイなどを使った髪と肌に優しく安心して通える美容

室計画
京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00084 株式会社心瑛 7160001018507 通常枠 日帰り温泉施設によるコロナ禍でも安心な一棟貸しゲストハウス分野展開 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00088 株式会社ミヤジマ 8160001008795 通常枠
下死点制御サーボスクリュープレスを応用したＥＶ向け中空シャフト鍛造

品への進出
株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00093 宮川印刷株式会社 8160001001908 通常枠 ＵＶオフセット印刷機の導入により高付加価値製品分野に挑戦する事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00105 中川絹糸株式会社 2160001006887 通常枠 脱炭素社会へ向けたタンパク繊維による衣服製造のための工場建設 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00108 株式会社醍醐 9160001016046 通常枠 日本の未来「子どもの未来は無限大」長濱個別療育事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00110 有限会社原田繊維工業 6160002008895 通常枠 繊維業で培った技術を基にした椎茸工場事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00113 みなくちファーム 通常枠
地域資源である原木椎茸の堆肥の製造を軸としたＳＤＧｓに則した循環型

事業
滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00114 有限会社インテリアナガオカ 7160002006270 通常枠 唯一無二のカーテン製造能力をグランピング用テント製造に展開する事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 R2251U00115 株式会社花芳 7160001005018 通常枠 建設業版コワーキングスペースの提供 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00118 株式会社ジェイジェイエフ・彦根 4160001009517 通常枠 生前整理事業と貸倉庫事業参入による空き家発生防止と安定収益の確保 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00121 株式会社一圓興産 2160001008058 通常枠 セントラルキッチン構築で、近江鶏や伊吹そばの通販事業を展開 景山　洋介

近畿 滋賀県 R2251U00126 株式会社近江庭園 4160001000418 通常枠 最新ＶＲ技術を活用し、日本伝統文化・技術のある空間を世界に届ける 川村　卓也

近畿 滋賀県 R2251U00132 株式会社かめやクリーニング 9160001015246 通常枠
最新システムによるクリーニング品の自動受付・自動お渡しサービスの提

供
滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00134 有限会社濱岡工務店 6160002002337 通常枠 新たな社会のニーズに対応した、カスタム可能な小屋の製作販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00141 株式会社粋屋やす井 3160001021893 通常枠
日本のどこを探してもない、唯一無二の「和モダン×近江牛の隠れ宿」へ

新分野進出
彦根商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00142 株式会社ＷＯＲＬＤｓ 8160001019586 通常枠 換気よし！個室よし！立地よし！滋賀の魅力を発信する焼肉業態への転換 三浦　優
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近畿 滋賀県 R2251U00144 サクセスＥＮＧ株式会社 4160001020523 通常枠 配管加工業務への新展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00147 いぶきファーム 通常枠 地域課題の空き家／古民家を再活用する宿泊事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00149 奥村管工株式会社 7160001000308 通常枠
建設業（管工事業）から高齢者向け宅配弁当（見守りサービス付加）事業

への挑戦
滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00152 谷口印刷株式会社 8160001007269 通常枠 中小事業者のためのデジタルマーケティングコンサルティング事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00156 手原運輸株式会社 9160001015650 通常枠 クラウド型プラットフォームサービス事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00160 金剛精機株式会社 2160001000741 通常枠 新分野である超高張力鋼板用金型への進出による新工場建設 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00163 松尾バルブ工業株式会社 6160001008764 通常枠 新工場での新たな設備導入によるステンレスバルブ量産体制の確立 ひかり戦略会計株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00166 お野菜バルエミサイ 通常枠 テイクアウト販売を伴ったブランド焼き鳥の新店舗を展開する 山本　文則

近畿 滋賀県 R2251U00168 お米農家のよこい 通常枠 植物工場建設及び水耕溶液農法による高機能性野菜の生産事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00170 Ｈａｐｐｙ　Ｂｏｏｋ株式会社 6160001019027 通常枠 地域の食と住を繋ぐ複合施設 税理士法人吉永会計事務所

近畿 滋賀県 R2251U00171 近畿精工株式会社 3160001006556 通常枠 ワクチン接種を目的とした新型医療機器向けの部品製造への新規参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00174 ＧＥＮ喜 通常枠 この地域にないイタリアン・ケーキ・テイクアウトのお店計画 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00176 株式会社冨士印刷 3160001002381 通常枠 高い衛生管理基準で食品に専門特化したセットアップ事業への業種転換 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00177 日新薬品工業株式会社 8160001005388 通常枠 保健機能食品に類型されるトローチ剤を用いた口内マスクの開発 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00178 株式会社イカリファーム 9160001011476 通常枠 国産小麦流通最適化事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00179 有限会社大森製作所 8160002005841 通常枠 難削セラミック部品の新規サプライヤーとなる高収益事業の構築 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 R2251U00182 みいちゃんのお菓子工房 通常枠 ケーキ専門店の生ケーキ非対面自動接客の仕組み作り 京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251U00183 ケービック株式会社 8160001014117 通常枠 ４代目として切り拓く、真の高付加価値企業への脱皮プロジェクト 税理士法人ほはば

近畿 滋賀県 R2251U00189 株式会社山王 4160001013386 通常枠
高度検査設備等導入による統合型リゾート施設用デジタル小片への新分野

展開
株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251U00192 株式会社ピソラ 5160001021925 通常枠
非接触型デジタルトランスフォーメーション　～お客様満足度を高めるた

めに～
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00193 株式会社ＶＡＬＯＲＥ 8160001017747 通常枠 世界をめざす日本のこだわり腕時計ブランドの事業計画 大津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00195 株式会社ウエダスポーツ 9160001008068 通常枠
レディース中心のセレクトショップからキャンプ用品のプロショップへの

新分野展開
大辻税理士法人

近畿 滋賀県 R2251U00201 ポキポキ堂 通常枠 整体業で培った技術を滋賀県初の運動教室事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251U00208 スズクニ・トキワ精機株式会社 8160001020635 通常枠 クリーンルーム仕様自動機の開発および医療機器の製造装置分野への進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 滋賀県 R2251U00218 株式会社片岡精起製作所 6160001010704 通常枠 金型を使った数万個の量産品から、金型レスの１個の試作開発品へ進出 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 R2251U00219 株式会社菓匠禄兵衛 7160002007756 通常枠 街のお菓子屋さん救済型、世界初の「菓子専門ＥＣモール」の構築 浅山　直希

近畿 滋賀県 R2251U00230 株式会社ロット 5160001010325 通常枠 カバン・衣服製造業から特産品小売業への業種転換事業 滋賀県商工会連合会
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近畿 滋賀県 R2251U00235 株式会社楽庭 2160001003975 通常枠 ドローンによるマンション等建築物の外壁点検サービス事業 土橋幹浩

近畿 滋賀県 R2251U00238 株式会社ゼスト 7160001001140 通常枠 農福連携と６次産業化による経営基盤の強靭化 ひかり戦略会計株式会社

近畿 滋賀県 R2251U00250 有限会社永源寺マルベリー 5160002010118 通常枠 滋賀県初！！有機根菜パウダーの製造 滋賀県商工会連合会

近畿 京都府 R2261G00001 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516 卒業枠
世界初、ＡＩを用いた部品加工自動化クラウドサービス及び受発注プラッ

トフォーム構築事業
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261G00002 コスメディ製薬株式会社 9130001027087 卒業枠 世界初日本発「脂肪溶解マイクロニードル化粧品」の開発と上市 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00003 京竹風庵有限会社 3130002027447 通常枠 紙器生産事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00005 株式会社ＯＨＡｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ 1130001057645 通常枠 大津市の新たなコミュニティ施設となる「複合施設」事業 花岡　貴志

近畿 京都府 R2261U00006 野﨑工業株式会社 7130001039084 通常枠 新たな素材で製造する遮蔽体構築物の製造による再構築計画 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 R2261U00009 株式会社エコ・アース 7130001048440 通常枠
石膏ボードのリサイクル推進に向けた、産業廃棄物収集・運搬・処分の一

本化
澤井　美香

近畿 京都府 R2261U00011 株式会社井和井 7130001016439 通常枠 京都市四条烏丸ガーデンプロジェクト 税理士法人エム・エイ・シー京都

近畿 京都府 R2261U00018 ＰＣＬ株式会社 3130001034031 通常枠 レーザー加工機設計製造メーカーが独自技術にて抵抗素子製造に取組む 岩佐　修二

近畿 京都府 R2261U00024 株式会社ＵＡＨ 2130001054955 通常枠 認定外科医による京都初の手術実習に特化した獣医療研修センターの創設 渡部　浩和

近畿 京都府 R2261U00030 株式会社ミツワ製作所 6130001036933 通常枠 小型電気式過熱水蒸気式炭化装置の開発販売 安藤　亮史

近畿 京都府 R2261U00031 株式会社金山精機製作所 5130001012506 通常枠 コロナウィルス飛沫感染防止対策「エアーマスク」開発 ひいらぎ税理士法人

近畿 京都府 R2261U00034 株式会社辰馬コーポレーション 8130001034778 通常枠
やわらか京料理をいつでもどこでも食す缶詰等を新たに開発し生産販売す

る事業
田畑　一佳

近畿 京都府 R2261U00039 株式会社森鉄工所 5130001034129 通常枠
ワイヤ放電加工機と三次元測定機導入による半導体製造関連部品の製造方

法変更
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00040 山川製作所 通常枠
ステンレス製品の多品種小ロット生産能力を大幅に向上させ新たな業界に

参入
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00045 有限会社晃匠 7130002023764 通常枠 立体加工設備導入による特殊加工パイプ製造への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00046 有限会社福村製作所 3130002014783 通常枠
高精度加工の実現による新分野への挑戦と試作品開発に特化したビジネス

モデルの展開
税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261U00049 株式会社ＳＥＩＷＡ　ＧＬＯＢＡＬ 1130001058239 通常枠 託児サービス付きのコワーキングスペース開設 近藤　孝次

近畿 京都府 R2261U00051 株式会社井上光雅堂 3130001059169 通常枠
伝統的な表具の技術を次世代に繋げる新分野「空間表装」にむけた新商

品・商流の構築
松本　慎太郎

近畿 京都府 R2261U00052 有限会社清課堂 4130002016639 通常枠 錫製インテリア家具の製造工場の新設 税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261U00053 株式会社エンブロイド・タナカ 9130001012436 通常枠 刺繍業から鳥害対策商品の商品開発・製造へ事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00056 株式会社美濃与 3130001018991 通常枠
京都発、本格大豆珈琲を大量生産し消費者へ販売する仕組みの構築し小売

業への事業転換
花山　和士

近畿 京都府 R2261U00057 ＫＴクオリティ 通常枠 医療機器向け部品加工の加工技術向上と恒温化体制構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00061 有限会社ＫＥＩＪＩ 1130002013721 通常枠
木造１００年住宅建築技術を用いた民泊事業等を屋久島空港滑走路延伸を

契機とした展開計画
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00062 京染佐々木染工 通常枠 「京友禅」×「絞り」の独自デザインを活用した新分野展開事業 松本　慎太郎
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近畿 京都府 R2261U00065 株式会社カステッロフィーゴ 2130001026616 通常枠 箱ものビジネスから地域のコミュニティーとなる新しいサービスの提供 税理士法人ブレインズ

近畿 京都府 R2261U00067 株式会社内田製作所 4130001010064 通常枠 従業員の技術格差をなくし、最先端技術で医療・食品分野に新規参入 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00075 有限会社茨木製作所 4130002028774 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、医療機器産業等へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00076 株式会社シンエイ 2130001034420 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として各種電源産業等へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00077 株式会社明田製作所 6130001038269 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、半導体産業等へ進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00079 有限会社シーラバス 3130002012283 通常枠 競合少ないニッチなアパレル商品のＥＣ販売に挑戦する取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261U00080 ガーデン株式会社 9130001050452 通常枠 規格住宅の開発及びＩＯＴを活用した無人化モデルハウス 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00083 有限会社森川製作所 9130002029784 通常枠 需要が高まる医療分野向け部品の高精密加工と量産体制の構築 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261U00084 有限会社東喜荘 6130002033979 通常枠 新たな国内旅行スタイルを踏まえた地域の観光交流施設の整備事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00085 株式会社ＡＫＡＩ 4130001019634 通常枠
株式会社ＡＫＡＩ　事業再構築計画案（新分野展開：ウェルビーイング市

場製品販売）
株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 R2261U00089 株式会社Ｒｏｓｎｅｓ 1130001028431 通常枠 高感度／低コストで優位な不可視・３次元距離センサへの新分野展開 根井　大樹

近畿 京都府 R2261U00091 株式会社徳田 5130001033527 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として自動搬送装置等の製造へ挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00094 株式会社さんせん清水 3130001014660 通常枠 レーザー加工とステンレスの発色技術によるアート系製品開発・販売 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 R2261U00099 株式会社桂窯 8130001008146 通常枠
長年築いてきた製造技術と経験を活かし、時間を共有する文化発信施設の

構築
花山　和士

近畿 京都府 R2261U00107 株式会社もりさん 2130001003986 通常枠 自動植毛機によるかつら用人工毛髪の製造 辻？　貞旨

近畿 京都府 R2261U00108 株式会社ユキオー 7130001011968 通常枠 新分野展開を図る少品種多量生産対応を可能にする工場稼働率の改善 税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261U00114 Ｄ－ｍａｔｃｈａ株式会社 6130001057715 通常枠 オンライン通販及び体験事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00115 株式会社産学連携研究所 7130001052434 通常枠 バイオ系スタートアップ向けのコワーキングラボ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00117 株式会社山定商店 6130001019145 通常枠
生け簀設置による店頭オープンキッチン販売と急速冷凍設備導入による新

商品開発
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00119 株式会社ＳｈｉｎＳｅｉ 6130001039102 通常枠 ヘリウムガス使用しない律速式高感度リークディテクタの製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00120 垂井化学株式会社 6130001030234 通常枠
食品工場廃棄可食原料から先端ナノ材料へ　セルロースナノファイバーの

製造及び販売
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00122 株式会社祇園辻利 2130001009158 通常枠
老舗茶商が手掛ける「お取り寄せ抹茶パフェ」の開発及び「高級冷蔵商

品」販売プロジェクト
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00123 株式会社吉田製作所 1130001011998 通常枠 ＥＶ市場参入計画　―電動アクスルの歯車の試作・小ロット生産― 檜垣　典仁

近畿 京都府 R2261U00131 サンテック印刷株式会社 6130001008239 通常枠
アクリル印刷加工機導入により当社のデザイン力と得意先との関係性を活

用したガチャガチャ市場への参入
花山　和士

近畿 京都府 R2261U00134 株式会社地球人クラブ 8130001021628 通常枠
法人業務向け販売・レンタル事業の新販路獲得、コインタイマー取付架台

式治療器の開発
松本　慎太郎

近畿 京都府 R2261U00136 株式会社ピープルズ 8130001049685 通常枠 地元野菜を主材料とする野菜加工食品製造及び野菜惣菜販売店事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00138 株式会社ＳＩＬＶＡＮＯ　ＳＴＡＢＬＥＳ 4130001051455 通常枠 飲食事業と体験曳き馬事業の融合による「湯の花温泉」観光事業への参入 花山　和士
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近畿 京都府 R2261U00140 舞妓の茶本舗 通常枠 フリーズドライ抹茶を手軽においしく！コロナに勝つ体づくりの一助に！ 株式会社ブレインリンク

近畿 京都府 R2261U00141 渡文株式会社 6130001004155 通常枠 オンラインによる着付教室実施及び派遣型着付け教室システムの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00150 株式会社ｔｓｕｊｉ 8130001045940 通常枠 ＩＣＴ油圧ショベル等の導入によるＩＣＴ施工への業態転換 八田　泰孝

近畿 京都府 R2261U00153 株式会社ＡＭＴＥＸ 2130001062207 通常枠
自動車販売事業者が行う高級車のライフタイムバリューを追求する京都初

の車両メンテナンス事業
株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 R2261U00154 有限会社服部商事 2130002014644 通常枠
現代アートを体感できる製菓製造販売所、ＥＣ販売及びギャラリースペー

ス運営
税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261U00155 株式会社リーフ 1130001008862 通常枠
高度なデジタル捺染技術を用いた抗菌・抗ウィルス商品の製造によるＤＩ

Ｙ市場への進出
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00157 株式会社京都きもの市場 4130001021557 通常枠 記念日需要を中心とした、非対面のＷＥＢ完結型着物レンタル事業 新井・松原コンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261U00159 有限会社邦友製作所 9130002027301 通常枠
部品トレーサビリティを導入し、半導体製造装置部品の新分野参入による

事業再構築
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00163 フウド 通常枠 非対面型ビジネスモデルへの転換の為の食品製造工場の設立 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00165 株式会社ファインワークス 2130001025907 通常枠 京都初導入の自動製本機によるサプライチェーンの毀損への対応 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00167 株式会社三昌製作所 7130001010747 通常枠
強みであるプレス加工技術を活用したＳｉＣ半導体のヒートシンク等への

新事業展開
アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 R2261U00168 新日本製薬株式会社 9130001046228 通常枠 再生エネルギーを利用した工場型農業の開拓 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261U00173 株式会社西田製作所 7130002001241 通常枠 高精度・短納期を実現する社内一貫加工で真空装置部品の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00181 株式会社ふじさき組 2130001050995 通常枠 ＤＩＹ体験キャンプ場 税理士法人アドヴァンス

近畿 京都府 R2261U00184 株式会社毛戸製作所 6130001011861 通常枠 即時見積ＥＣサイトでレーザー切断工程をシェアする工場板金ＤＸ 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00185 ＦＯＲＣＥ株式会社 2130001062446 通常枠 非同期動画コミュニケーションによる業務効率化支援ツールの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00186 株式会社円居 8130001007338 通常枠 シャルキュトリ（フランスの食肉製品）の製造及び販売事業 長谷川　幸友子

近畿 京都府 R2261U00190 株式会社名工技研 5130001048599 通常枠 短尺細径金型の専用精密製造ライン構築による医療分野への新展開 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261U00191 岡文織物株式会社 4130001002672 通常枠 岡文織物機場内製化プロジェクト 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00193 株式会社クリーン精光 6130001031901 通常枠 医療機器業界をターゲットとした部品製造への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00198 株式会社丸菱 1130001035403 通常枠 パンケーキを看板商品にした喫茶店をオープンして事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00204 株式会社衣川製作所 3130001013811 通常枠 金属加工業者から医療用計測機器メーカーとして事業展開図る。 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 R2261U00205 ユアサ化成株式会社 3130001023018 通常枠 ガラス製キュベット内製化事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00206 株式会社ｆａｔマネジメント 6130001054076 通常枠 ベリーパーク京都ひよし山の家プロジェクト 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00211 とみや織物株式会社 8130001003436 通常枠
製織工場を製造直売小売店にし、見学コースと展示会場を新設する補助事

業
中野　雄介

近畿 京都府 R2261U00212 株式会社アートツーリスト 4130001008950 通常枠 ハイブリッド型航空券等予約販売システムによる業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00214 株式会社谷口松雄堂 5130001011144 通常枠
プリントオンデマンドによるオリジナル商品の企画販売ならびにデジタル

製版機の製造販売
株式会社３Ｒマネジメント
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近畿 京都府 R2261U00215 株式会社さん・おいけ 2130001033430 通常枠 グリーン化に向けたＵＶ技術と独自ノウハウ融合による御札製造革命 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00216 ホテルハイヤー株式会社 3130001013324 通常枠 タクシードライバーの余剰時間を活かしピザ製造販売宅配業に参入 岩浅　公三

近畿 京都府 R2261U00218 有限会社南條工房 7130002026668 通常枠 京仏具（おりん）の新商品販売手法刷新と体験観光進出による業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00221 角井食品株式会社 5130001032479 通常枠 ウィズコロナ時代のための野菜飲料製造販売事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00223 有限会社サンテン 2130002029221 通常枠 コインランドリー出店計画 ＫＡＮＳＡＩ税理士法人

近畿 京都府 R2261U00230 株式会社辻建設 3130001043008 通常枠 ＩＣＴ活用（アイ・コンストラクション）の新浚渫工事業施工管理 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00231 ＴＭＫ株式会社 9130001014894 通常枠 食品製造の自動化ニーズに対応する食品製造自動機械分野への進出 髙橋　敏夫

近畿 京都府 R2261U00233 有限会社みすや忠兵衛 3130002007985 通常枠 ＥＣサポート　ネットロジスティック事業計画 土井　拓人

近畿 京都府 R2261U00240 株式会社福知堂 1130001041244 通常枠 印刷・ハンコ屋を営む福知堂の新分野展開事業 福知山商工会議所

近畿 京都府 R2261U00243 株式会社グラマラスフード 3130002018355 通常枠 食品製造工場新設による外販商品の内製化とＯＥＭ受託事業化計画 奥田　謙一

近畿 京都府 R2261U00251 株式会社ＭＩＴＡＴＥ 9130001053455 通常枠 フレンチ料理人がつくる四季を織りなす京都チョコレート 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00265 株式会社キヤミー 8130001009185 通常枠 システム受託開発業からＩｏＴ機器の開発・製造・販売業への業種転換 藤村　正弘

近畿 京都府 R2261U00271 株式会社名高精工所 1130001032887 通常枠
保有ノウハウと最新設備・技術を活用した自転車ギア部品の新市場開拓に

よる売上の柱の構築
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00272 株式会社Ｋｙｏｔｏ　Ｇｉｖｅ 1130001067768 通常枠 欧食レストランから総菜販売・食材小売等の複合型就労支援事業への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00279 Ｔｈｅ　Ｏｌｄ　Ｃｕｒｉｏｓｉｔｙ株式会社 4130001056561 通常枠 「消費者」「生産者」「飲食店」をつなぐフードコネクション事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 R2261U00280 株式会社藤村産業 9130001065517 通常枠 粉体塗装によるグレーチングの付加価値向上と新商品開発販売 鳥海　亮

近畿 京都府 R2261U00282 株式会社ＬｉＶ 9122001031136 通常枠 茶類卸売業から軽食、菓子を含めた飲食サービス業への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00290 極藤之嘉株式会社 9120001196791 通常枠 市場ニーズに応じたオンライン指導とダンス指導事業への取組み 山崎　正敏

近畿 京都府 R2261U00297 株式会社カンブライト 7500001019321 通常枠 小規模事業者向けＨＡＣＣＰ対応クラウドＥＲＰの開発で業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00303 株式会社ｍ．ｓｏｅｕｒ 2130001042423 通常枠 廃棄生花をリサイクル活用した「アクリルフラワースタンド」の製造販売 株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ

近畿 京都府 R2261U00304 株式会社村山木工 6130001060743 通常枠 郊外型レンタルオフィス・レジデンス建設及び運用計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00309 株式会社辻製作所 4130001001344 通常枠
働き方の多様化を実現し、業界最先端の自動化技術を核にする事業再構築

で新分野進出を目指す
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00311 株式会社宇治吉田運送 9130001032376 通常枠 お茶室建設による地域の居場所作りと新販路開拓事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 R2261U00313 株式会社ニシザワステイ 9130001060245 通常枠 観光案内所のあるコワーキングスペースの運営事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00318 株式会社ホテルエムズ 9130001053075 通常枠 フォトスタジオ事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00321 広田紬株式会社 9130001018581 通常枠
クラウド上で簡単に動作する伝統工芸品の超高精細カタログ制作、販売事

業
京都商工会議所

近畿 京都府 R2261U00322 株式会社山﨑製作所 7130001034234 通常枠 超精密加工で半導体分野へ進出！　ＩｏＴで世界とつながる！！ 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 R2261U00324 五京株式会社 8130001061913 通常枠 第二創業における農業事業計画 中谷　洸太

近畿 京都府 R2261U00325 ジャパンフードエンターテイメント株式会社 1130001057785 通常枠 非接触ベーカリー店舗のフランチャイズ展開事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00337 株式会社プレメーズ 4130001055786 通常枠 創業４６年の老舗料理店の出汁で京都を活性化 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261U00339 株式会社荒松製作所 2130001009934 通常枠 精密板金の技術力を活かした建築関連の長尺ものへの進出 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 R2261U00344 株式会社草川精機 8130001010457 通常枠 動的重量測定装置の開発による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00346 中華ダイニングＮＡＯ 通常枠
テイクアウト特化型店舗へのシフトとアフターコロナ、ニューノーマルへ

の対応
京都商工会議所

近畿 京都府 R2261U00348 株式会社Ｋｉｒａｋｕ 5130001061107 通常枠 宿泊市場で培った海外販促の知識を活かし日本酒製造業へ事業再編 税理士法人赤羽会計

近畿 京都府 R2261U00350 吉川染匠株式会社 9130001004078 通常枠 高級着物サブスクシステムの開発と自社製品のレンタル事業の展開 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 R2261U00352 株式会社レイズ 7130001055189 通常枠
京都の美容室が地域を巻き込んで再構築する収益性を上げるトータル

ビューティ業
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00355 株式会社京・美山ゆばゆう豆 8130001046947 通常枠 美山初！体験型食農教育サブスクリプションサービス事業 京都中央税理士法人

近畿 京都府 R2261U00358 株式会社すみや亀峰菴 6130002029184 通常枠 「旅館×現代アート」のコラボレーションによるギャラリー事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00372 株式会社シオノ鋳工 7130001040703 通常枠 最先端同時５軸加工機の導入により新分野である機械加工への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00377 株式会社山本本家 5130001015979 通常枠 伏見の良質な水と麹の効能を利用した酒蔵コスメブランド事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00378 協友株式会社 8130001017048 通常枠
ポストコロナの新事業モデル　～アパレルＥＣサイト・トランクルームビ

ジネスの開発
アイネックス税理士法人

近畿 京都府 R2261U00390 アミタ株式会社 9130001005852 通常枠 伝統工芸品小売事業からサブスクレンタルプラットフォーム事業へ 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00395 株式会社まるいち 9130001003856 通常枠 現代に馴染む手元供養の提案　経営資源を生かした仏壇仏具事販売 石黒　健太

近畿 京都府 R2261U00398 朝陽堂印刷株式会社 5130001009460 通常枠 朝陽はまたのぼる！コロナに打ち克つ地域活性化のための新事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 R2261U00404 株式会社ヤマゾエファクトリー 7130001064470 通常枠 医療機器機構部品製造（新分野展開）に伴う生産体制の構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00410 うね乃株式会社 9130001010068 通常枠 オーガニックの弁当・惣菜テイクアウト事業計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00413 株式会社桂精密 3130001048519 通常枠 超硬合金を使った極小金型製造から建設機械用部品製造への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00415 株式会社横井製作所 2130001033232 通常枠 新分野進出にともなう軽量化建築資材生産の量産工程新設 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 R2261U00416 天下一品すすきの店 通常枠 ラーメンフランチャイズ脱退によるオリジナル商品の製造・通販化 株式会社シェアードバリュー

近畿 京都府 R2261U00422 株式会社峰山鉄工所 9130001042730 通常枠 高効率誘導加熱装置の導入、法改正を機会とした新分野への進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00427 株式会社小丸屋住井 3130001052017 通常枠 伝統に革新を。アニメコラボで購買層拡大ｘ最新技術導入で効率化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00436 ツバサ工業株式会社 3130001043858 通常枠
ＩＣＴ機材・建機導入による効率化・省人化を実現する測量・施工・検査

の一貫体制事業の構築
税理士法人スマイル

近畿 京都府 R2261U00438 株式会社いとふ 1130001012352 通常枠 京のお麩屋がつくる新感覚のゴマ豆腐 大津商工会議所

近畿 京都府 R2261U00440 株式会社プライム 8130001029101 通常枠 アジアンティーをブームから習慣に！アジアンカフェに業種転換 井下　佳郎
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近畿 京都府 R2261U00445 ひらくと株式会社 3130001061174 通常枠 先端技術を用いた日本文化体験に関するプラットフォーム構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00447 株式会社カステロ 5130001039549 通常枠 ウィズコロナに向けたＥＣ事業開発と豚骨拉麺専門ＦＣ事業の開発 米田　大作

近畿 京都府 R2261U00450 株式会社コト 1130001020776 通常枠
楽器分野でのゲーミフィケーションと新ＯＩＤ技術を組み合わせたコンテ

ンツプラットフォーム戦略
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00451 山田幸木材店 通常枠 木材店が新たな市場として飲食事業に進出する 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00454 株式会社山佐シヤーリング工場 8130001030513 通常枠 一段上の加工能力を身につけ、手の届かなかった最先端分野への挑戦事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00462 ルーデンス 通常枠 内食・中食・外食、全てを備えた食のライフスタイルショップ事業 島村　修平

近畿 京都府 R2261U00468 ｉｂｕｋｉ 通常枠 オリジナルリメイク椅子の製造と販売 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261U00478 株式会社コスト・デザイン 8130001029489 通常枠 特許技術のＨＡＣＣＰレトルト工場がコロナで痛んだ飲食業を救う 西河　豊

近畿 京都府 R2261U00479 宮谷自動車工業株式会社 7130001038598 通常枠 室内犬向け総合型ペットサービス施設の開設及びサービス開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00482 スキマ家具屋 通常枠 ニューノーマルを意識した住宅向けリフォーム事業の展開 税理士法人京都経営

近畿 京都府 R2261U00485 株式会社半兵衛麸 6130001009591 通常枠 「人々の美と健康を支援する新・食文化提供事業」への変革 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00500 三洋機工株式会社 6130001010764 通常枠 新しい挑戦！航空機分野から民生品分野への新分野展開！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00511 ＢＥＬＬＥＧＡＮＺＡ 通常枠 ハイエンド層向け高級バッグインバッグの企画卸小売への事業転換 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261U00529 番電設株式会社 6130001036132 通常枠 【ＳＤＧｓ対応型】リノベーションで実現する持続可能な社会 税理士法人みのり会計

近畿 京都府 R2261U00539 馬塲工務店株式会社 6130001064587 通常枠 美山町の魅力を伝える！キャンプ場併設のゲストハウス事業に進出 井下　佳郎

近畿 京都府 R2261U00543 株式会社西陣坐佐織 9010401101916 通常枠 製造機能（手機）の取得による新商品開発とメーカー主体の販路拡大 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00550 有限会社ワックジャパン 1130002006502 通常枠
『和心Ｃａｆé』の新展開及び『デジタルサービス拡充』による収益の安

定化
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261U00559 株式会社山内製作所 5130001052584 通常枠 医療系分析機器の部品製造を受注、分析機器分野の売上を増加させる。 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261U00562 株式会社細尾 5130001022505 通常枠 ウェルネスプロジェクト 公益財団法人　京都高度技術研究所

近畿 京都府 R2261U00577 株式会社京雫 8130001064338 通常枠 新規ジェラートの製造販売事業 亀岡商工会議所

近畿 京都府 R2261U00582 株式会社相楽鉄工所 4130001021342 通常枠 鉄工技術を生かした自社アウトドア商品の開発による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261U00583 有限会社斗六屋 8130002016932 通常枠 甘納豆専門店ならではの洋菓子開発と、新規市場への挑戦 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271G00003 ＴＡＩＳＨＩ　ＣＯ．株式会社 6120001104815 卒業枠 食品加工場を建設し、オリジナル商品を開発し卸・通販事業の拡大 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271G00005 株式会社ＨＥＡＶＥＮ　Ｊａｐａｎ 3120101035649 卒業枠
ＡＩ技術活用によるネットとリアルを融合した「適正下着」の体験型Ｄｔ

ｏＣモデル構築
株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271G00007 英光ライティング株式会社 6120001015822 卒業枠 紫外線殺菌灯活用コンシューマー向き空気清浄機製造 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00001 株式会社向新 9120101040239 通常枠 気軽に立ち寄れる、自家消費型　街の焼きたてパン屋事業の展開 辻・本郷税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00009 スポーツサクライ株式会社 4120101046546 通常枠 野球・サッカーのバーチャル練習場展開による新分野事業の開始 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 R2271U00014 新英産業株式会社 9122001003201 通常枠 画期的お昼寝枕を軸に寝具市場に進出！日本人の睡眠の質向上に貢献 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 R2271U00015 有限会社平沼工作所 9122002010469 通常枠 電子制御油圧バルブ製作のための高精度内径研削加工への業態転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00018 株式会社宮川歯輪 1120001201039 通常枠
「脱・歯車」歯車メーカーから総合アクチュエーターメーカーへの新分野

展開
株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 R2271U00029 久米田金属工業株式会社 9120101041402 通常枠
５０年蓄積した金型設計・製造技術を活用した燃料電池セパレータの量産

販売
石谷　秀志

近畿 大阪府 R2271U00030 株式会社アートウインズ 5122001017072 通常枠 内視鏡鉗子部品の超精密加工技術の確立と量産化による新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00032 株式会社福和楽 3120001179851 通常枠 第一種貨物利用運送事業・ＳＰ貨物輸送事業計画 江本　謙司

近畿 大阪府 R2271U00040 有限会社井上鉄工所 8120002010614 通常枠
最新型加工機導入による複雑形状・難削材高速鉄道車両部品への新分野展

開
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00046 河新株式会社 9120001012024 通常枠 業界最高水準の加工体制を整え、電気自動車業界に新規参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271U00049 株式会社ポリセンター 5122001020142 通常枠
諸サイズに対応できる製袋を基盤に顧客部品をこん包する事業を新たに開

始
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00050 太盛工業株式会社 8120001148190 通常枠 超硬合金の金属粉末射出成形加工体制の構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271U00051 テクノグローバル株式会社 2122001022414 通常枠
放射線被曝減少と手術高速化を両立させる小型医療用手術ロボットの製造

事業
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00063 有限会社フジムラ 8122002017259 通常枠 医療用カテーテル製造用部品の超精密加工による新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00065 多田米穀店 通常枠 お米屋が作るこだわり米を使ったおいしい弁当屋の事業化 藤本　佑太

近畿 大阪府 R2271U00066 株式会社オシタニプレス 1120101058767 通常枠
レーザ溶接で精密溶接を実現し、自動化装置部品分野への参入による事業

再構築
鯉江　良介

近畿 大阪府 R2271U00067 株式会社ＩＶＯＲＹ 8120001036643 通常枠 新技術を活用した子供たちの明るい未来を育成する事業 税理士法人ＦＣパートナーズ

近畿 大阪府 R2271U00068 株式会社木下鉄工所 3120001185230 通常枠 ＣＮＣ横中ぐりフライス盤で新商品の大型歯車減速機カバーなどへの展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 R2271U00070 都インキ株式会社 7120001008742 通常枠
新商品「バイオマスインク」・新サービス「インクリユース」で新分野展

開してＳＤＧ’ｓに貢献
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00071 ヤマウチ株式会社 9120001150848 通常枠 新たな製造方法を用いた高品質繊維用ロール事業への新規参入 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00085 株式会社エイトライン 7140001080772 通常枠 残土処理業で構築したマッチングサイトを活用したミニ重機レンタル事業 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271U00089 株式会社阪口製作所 2122001015343 通常枠 画期的な新型装置の開発製造による新分野への進出 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271U00090 株式会社九里 3120001121838 通常枠 Ｗｉｔｈコロナ時代　鮮魚仲卸から日本料理冷凍食品を世界へ 竹田　憲司

近畿 大阪府 R2271U00092 株式会社型久堂 8120001076895 通常枠
製菓食品向大阪支店け充填機メーカーから医薬品・化粧品向け充填機メー

カーへの転換
土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271U00098 メタルテクノ株式会社 8120001131840 通常枠 最新設備を活用し医療機器部品分野への参入による売上の柱の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00103 株式会社ウラノ 3120101022201 通常枠 高齢者向け宅配弁当事業 アンサー税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00106 有限会社上二美容室 1120002012550 通常枠 お客様のライフイベントをプロディースする着物レンタル事業 税理士法人ＴＯＴＡＬ

近畿 大阪府 R2271U00108 ライフストラテジー株式会社 7010601039776 通常枠 中小企業向け動画・音声の販売プラットフォーム事業への転換 長田　和弘

近畿 大阪府 R2271U00111 大河内金属株式会社 9120001061541 通常枠 薄板金属の切断事業 株式会社商工組合中央金庫
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近畿 大阪府 R2271U00113 株式会社ヤマトミ 7122001022723 通常枠 特殊断熱材による、高効率配管カバー取り付け工事業への進出 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271U00117 キャビテック株式会社 2122001001888 通常枠
３次元ファイバーレーザを活用した無溶接板金加工技術の開発と製品への

応用
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00119 株式会社九櫻 3122001021142 通常枠 「薄くてカラフルな刺子生地」を素材とした新商品の事業化に取り組む 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00126 株式会社吉村商店 2120001002741 通常枠
意匠性があり複雑な形状の内装や装飾品を修復する取り組みで、新型コロ

ナの影響を乗り越える
株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271U00128 合同会社ましか 6120003011290 通常枠 高いクチコミ評価店舗の味をお手軽にご家庭で！～小売で販路開拓～ 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271U00131 有限会社ボストン 2120002003846 通常枠 大阪のこだわりグルメ通販向け冷凍シェアキッチン展開 株式会社東京経営サポーター

近畿 大阪府 R2271U00134 葵スプリング株式会社 4122001022024 通常枠
フォーミング加工への「選択と集中」を踏まえた技術の高度化と宇宙分野

への挑戦
株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00144 先端情報技術企画株式会社 6120001126974 通常枠 スマート農業センター立上事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00147 株式会社翔心堂 7120102028375 通常枠 コンディショニングホリステックジム新規事業計画 嶋田　新一

近畿 大阪府 R2271U00149 向井鍛工株式会社 7120001050760 通常枠 新分野展開による特殊鋼の鍛造から熱処理までの一貫体制の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00150 有限会社ティーツーアール 7120002031710 通常枠 ウイルス感染防止を講じた日本初のイベント開催に向けた体制構築 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 R2271U00154 三福株式会社 2120001219187 通常枠 コロナ禍でも安心、安全の換気設備を充実させた鍋料理専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 R2271U00157 株式会社ＴＪＣ日本旅行 8120001189359 通常枠 中国等の在住者向け越境ＥＣサイトによる日本のお土産品等の販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 R2271U00158 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｐｌａｃｅ 5120101054102 通常枠 冷凍製造技術を活かしたＯＥＭ（ＯＤＭ）事業への進出 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 R2271U00159 株式会社中村工務店 9120001157926 通常枠 既存ホテルでの最新ｅスポーツ機器導入とコワーキングスペース事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00164 池田屋珈琲 通常枠
コロナに負けない！下町喫茶店のサンドイッチ専門テイクアウトとＥＣ販

売
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00167 株式会社エステック 4122002009615 通常枠 門形五面加工機導入によるＭｇ合金製リニア新幹線部品製造の新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00169 株式会社花まる 3120001164812 通常枠 ビジネス街で手軽にゴルフが楽しめるインドアゴルフ練習場事業 大澤　悠

近畿 大阪府 R2271U00176 株式会社ＴＷＯ　ＣＲＥＷ 4120901014396 通常枠 モール型宅配専門飲食テナントのパッケージング提供 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271U00179 有限会社コーエイ産業 2122002013684 通常枠
機械用刃物製造への過度な依存から脱却し、パンチ＆ダイ製造でＥＶ需要

に対応
株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271U00180 山田鉄鋼株式会社 4122001007818 通常枠 ＮＣ制御機能付きベンディングロール導入によるステンレス管の量産 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00182 株式会社オリスマ 9120901036163 通常枠 小売店が挑戦する北摂地域初の無人運営インドアゴルフ事業 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271U00183 株式会社メディアフュージョン 3120001103191 通常枠 開発会社からクラウドサービスプロバイダーに ＢＴＪ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00185 焼鳥のさくら 通常枠 ランチ営業としてチキンカレー専門店の開始及び多店舗展開 松浪　辰也

近畿 大阪府 R2271U00193 株式会社北畠特殊金属 1122001025285 通常枠 医療機器分野への新分野展開に向けた高精度品質保証体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00194 株式会社エン時 3120001076033 通常枠 鮮魚卸による仕入れの強みを利用した飲食事業への転換 山本　文則

近畿 大阪府 R2271U00202 株式会社大阪エース 4120901009165 通常枠 思春期ニキビ解消のためのカウンセリング＆オーダーメイドゼリー事業 岩橋　亮



14 / 38 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【近畿ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

近畿 大阪府 R2271U00203 ツカサ工業株式会社 4122001019301 通常枠 工業用塗装プラントの工法置換に向けた製缶加工分野への進出 近山　寿博

近畿 大阪府 R2271U00204 株式会社コダマ 7120001104764 通常枠
多種金属・異なる膜厚の部分メッキ技術で次世代エネルギー分野への展開

を図る
徳野　文朗

近畿 大阪府 R2271U00206 株式会社三輪 6120001214234 通常枠 弁当デリバリー事業の構築 丸山　千寿

近畿 大阪府 R2271U00208 畑鉄工株式会社 3122001009229 通常枠 培ってきた銅加工技術を生かして、二次電池など成長市場への参入 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00210 土竜 通常枠 人気居酒屋が行うドッグランでペットと遊べる絶品料理カフェ 山本　高久

近畿 大阪府 R2271U00211 中野産業株式会社 5120101038328 通常枠
太陽光発電をしながら、原木シイタケ等の栽培を行うソーラーシェアリン

グ事業への進出計画
株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 R2271U00212 株式会社ＩＲＩＥ　ＡＵＴＯ 9120101057605 通常枠
自動車整備業務の開始、及び顧客との最適なコミュニケーションシステム

の構築
丸山　千寿

近畿 大阪府 R2271U00217 株式会社ハヤシセーラ 5122001013476 通常枠 自動車業界変革期に向け、ニーズの高まるバイワイヤー市場への参入 吉村　一成

近畿 大阪府 R2271U00220 株式会社ビィ・ナチュラル 4120001153459 通常枠 ドライペットフード工場新設とＯＥＭ生産という新分野への事業展開 ＯＡＧ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00223 株式会社昌平 4120101003332 通常枠
ファインバブル・オゾン・活性炭を活用した新水処理技術の開発装置の製

作
株式会社稲田会計事務所

近畿 大阪府 R2271U00227 株式会社宣尚堂 4120001171659 通常枠 箔＋エンボス加工による高付加価値パッケージ提案事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00230 株式会社旭工作所 4122001017602 通常枠 金属プレス金型づくりの高度技術を生かし、樹脂金型の新分野へ事業展開 平野　惠俊

近畿 大阪府 R2271U00232 大伸ダイス工業株式会社 8120001020812 通常枠 ナノ単位の超精密加工体制構築による新分野への進出 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 R2271U00238 イーベルスベルク株式会社 1120901019381 通常枠
たこ焼きプレートを取外して、洗浄可能となる自動・たこ焼き器の開発事

業
豊中商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00239 株式会社玉川精密 1120001169210 通常枠 プラスチック成形金型製造業から介護事業への事業再編 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00240 大和合成株式会社 7120101004229 通常枠 樹脂成形で培った技術とノウハウを活かして金型製造事業に新規参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 R2271U00241 株式会社ＡＳＡＫＵＲＡ 2120001026047 通常枠 医療機器等高品質製品の射出成型技術の確立と製造環境整備 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 R2271U00250 株式会社梅田白雲台 2120001169556 通常枠 大阪伝統の焼肉を家庭へ　通販事業立ち上げによる事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00260 株式会社創食 9120001104564 通常枠
オンラインでつなぐ、料理店と家庭の懸け橋　「ご馳走侍お料理寺子屋Ｏ

ＮＬＩＮＥ」
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00261 株式会社徳原興産 7120001114276 通常枠 セントラルキッチンを活用した串カツ製造の効率化 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 R2271U00262 共栄バルブ工業株式会社 6120101038079 通常枠
『脱炭素社会』実現に向けての大型液化水素用バルブの開発・製造設備の

構築
木戸　伸男

近畿 大阪府 R2271U00267 株式会社フォレスト 8120001169939 通常枠
テイクアウト販売と通信販売による売上の柱の構築とオムニチャネル化の

実現
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00270 株式会社ダイマル鈑金工作所 7122001008986 通常枠 精密板金加工専業から複合加工業者への発展的事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00273 新日本工機株式会社 2120001077437 通常枠 金型肉盛補修向けレーザークラッディング機 林　晃司

近畿 大阪府 R2271U00274 株式会社デジタルストレージ 3130001043189 通常枠 「地域創生型グランピング」による日帰り温泉活性化事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00284 不易糊工業株式会社 5122001019878 通常枠
研究生産棟の改修と２軸混練押出機等導入によるバイオ樹脂市場への新分

野展開
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00287 株式会社西村製作所 4120001021269 通常枠 半導体製造装置用部品の試作事業への進出によるＶ字回復の実現 ひまわり経営サポート株式会社
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近畿 大阪府 R2271U00288 株式会社ブリッジフォー 3122001012199 通常枠 新業態の飲食店出店による思い切った事業再構築への挑戦 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00290 株式会社シーマ 9120901013443 通常枠 イベントビジネス事業の再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 R2271U00291 象印チエンブロツク株式会社 5120101026605 通常枠 自動旋盤ライン等の導入による製造方法の刷新と新製品展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00292 長谷川精工株式会社 6120001000964 通常枠 高精度複合加工機を用いた防食溶射業界への参入 鈴木　和彦

近畿 大阪府 R2271U00294 株式会社スポーツレジャーシステムズ 6120001091442 通常枠
一歩先を行く非接触・未来型の新しい生活様式に対応したボウリング場の

経営
辻・本郷税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00299 ダルマ精密株式会社 3122001028690 通常枠 プラスチック金型製造の技術力を生かして、金属プレス金型の事業展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00300 株式会社エミリエ 1120101022236 通常枠 堺刃物素材を使用した最高級医療刃物や替刃式医療刃物の開発と製造 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00301 亀井エンジニアリング株式会社 2122001025722 通常枠 ＥＶ充電器付帯太陽光発電カーポート及び再生可能エネルギーの普及 大澤　悠

近畿 大阪府 R2271U00303 株式会社ニシハラ印刷 6122001005497 通常枠
地域企業参画型「クラウド型ワンストップソリューションサービス」で事

業再構築
協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 R2271U00305 関西パイプ工業株式会社 3120001019925 通常枠 薄板接合体による複雑形状ヒートシンク関連製品の新規市場開拓 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00307 アサヒ・ドリーム・クリエイト株式会社 2120001148931 通常枠 飲食店向ライブ動画配信サービスＧＭＴＳ（ゲマトス）事業 佐藤勝裕

近畿 大阪府 R2271U00308 株式会社クロセ 1120101024397 通常枠
最新ファイバーレーザー加工機を活用した厚板・パイプ高精度加工による

新分野参入
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00309 構造物設計株式会社 9120001128373 通常枠 インフラ構造物の健全度評価システムの開発と新規商い銘柄の拡充 藤井　誠一

近畿 大阪府 R2271U00310 株式会社モデック 6120003005391 通常枠 金属加工機導入による金属製品製造業分野への新分野展開と業績改善 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00315 ＴＡＩＳＥＩ株式会社 6122001004425 通常枠
業界唯一となる品質（審美性）と生産性（生産量）を両立した紙管容器生

産技術の開発による脱プラニーズを捉えた新たなマーケット
株式会社南都銀行

近畿 大阪府 R2271U00317 株式会社ＩＣ 4120003011103 通常枠 Ｗｉｔｈコロナ時代に求められる非対面型教育サービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00322 株式会社園田工芸 2140001049541 通常枠
調度品として付加価値の高い大型装飾パーティション製造を行う新分野展

開事業
株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271U00323 三洋金属工業株式会社 8120001157547 通常枠
電気自動車部品および金型製造業への進出による自動車市場低迷からのＶ

字回復
株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00324 株式会社北野商店 3120001028785 通常枠 建設作業の自動化に必要となる新型建機部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 R2271U00329 チコーエアーテック株式会社 5120901026440 通常枠 飛沫防止パーテーション製造に伴う事業計画書 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 R2271U00330 有限会社たかだ 4120102024451 通常枠 非対面式の注文システムの導入による鮮魚等のテイクアウト販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00334 河本興業株式会社 2120001149293 通常枠 循環型社会実現の一翼を担う産業廃棄物リサイクル業の実施 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 R2271U00335 株式会社藤川ハガネ 4122001006828 通常枠 半導体製造装置部品による医療機器部品製造の事業の開発 秋山　和久

近畿 大阪府 R2271U00340 株式会社ＨＯＳＨＩＫＡ 2120001126722 通常枠
大型の門型複合加工機を導入し半導体装置部品分野への新分野展開を目指

す
株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 R2271U00342 株式会社松本機械製作所 7120101006654 通常枠 電子材料の生産効率を上げる遠心分離機の製造 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00344 株式会社日本容器 8120901025043 通常枠
ＩｏＴを使用し成形機の稼働情報を収集・管理可能なシステムの開発・販

売
株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00345 株式会社Ｋ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 7120101056955 通常枠 新分野展開による収益の複線化と既存事業の内製化による工期短縮 平　了輔
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近畿 大阪府 R2271U00346 株式会社ＪＦ鶴見花き 2120001002221 通常枠 新セリシステム用　花き自動写真撮影機（ＡＰｈｏＳ） 河野　研

近畿 大阪府 R2271U00347 中村タイル株式会社 8120001046015 通常枠 タイル卸売業者がＥＣ小売部門を新設する業態転換型事業再構築計画 古屋敷　博文

近畿 大阪府 R2271U00354 西村黒鉛株式会社 6120001057476 通常枠 ５Ｇ・ＥＶ産業に必須の新素材を支える微粒子黒鉛製品の製造販売事業 みらいコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 R2271U00356 近畿冷鍛ダイス株式会社 8120001020028 通常枠 円筒形状部品から設計含む複雑形状部品製造への本格参入による業態転換 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 R2271U00360 株式会社ヤナギモト 4120101007614 通常枠
大型ターニング及びワイヤーカット導入による「発電システム業界」への

参入事業
株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 R2271U00362 株式会社福寿堂秀信 2120001088319 通常枠 和菓子の新商品開発による贈答市場から個人消費市場への転換 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271U00364 有限会社ユーテック 1120002080985 通常枠 最新技術を用いた空気清浄機フィルター製作への取組 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00365 株式会社インハイ 1122001000643 通常枠 高精度ＣＮＣ円筒研削盤導入による長尺円筒研磨加工への業態転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00366 タイヘイ化成株式会社 8120001149981 通常枠
商品を自社のプロモーションにつなげる導線として活用するサービスを提

供する事業
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00368 オリカ株式会社 2120001149203 通常枠 学校アルバム用ＶＰの製造分野進出による付加価値増・供給安定化計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00383 株式会社原養魚場 5120901011789 通常枠 家族の笑顔を守る！放課後等デイサービス施設開設計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00385 株式会社ＣＡＳＡ　ＣＯＭＯＤＡ 2122001026159 通常枠 顔認証システムを活用したサブスク対応型コインランドリー 八尾商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00386 株式会社イケダ精工 8122002000248 通常枠 ５面加工大型設備部品の製造に取り組むことで事業を再構築 永和信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00389 大阪コールドシステム株式会社 1120101021320 通常枠 冷凍・冷蔵食品の小口配送サービス実施によるＥＣ物流倉庫への展開 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00394 株式会社ＶＯＬＵＮＴＡＤ 5120001180361 通常枠 シェア型クラウドキッチン事業及びデリバリー専門飲食事業への参入 ミレ信用組合

近畿 大阪府 R2271U00395 株式会社サチコーポレーション 4120101044467 通常枠 クラウド型システム構築のためのデータベース開発設備を導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00397 株式会社ファニー 2120001103928 通常枠 訪問通所介護が困難となった要介護者に対する老人ホームの提供 山本　文則

近畿 大阪府 R2271U00402 株式会社青鋼 8122001015461 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略としての鉄道業界への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00408 株式会社東栄舎 5120901011574 通常枠
新サービスの提供と非対面を中心としたクリーニングサービス事業への転

換
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00418 株式会社岡電気工業所 5120901005907 通常枠 再生可能エネルギーを活用した電気自動車（ＥＶ）急速充電ステーション 中廣　琢二

近畿 大阪府 R2271U00422 株式会社土井商店 2120101034602 通常枠 ＩｏＴを活用した先進的コインランドリー×コワーキングスペース事業 岩﨑　良子

近畿 大阪府 R2271U00425 カラビナフードワークス株式会社 4120001180957 通常枠 「お酒に合うパン」をコンセプトにベーカリー事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00430 魚串ＢＡＲ 通常枠 ＩＯＴ導入オープン型コインロッカー併設コインランドリー 藤本　佑太

近畿 大阪府 R2271U00435 株式会社木山合金 6120901023528 通常枠 ７５年のノウハウを凝縮した高精度レーザー測定器の卸売事業 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 R2271U00439 株式会社竹中製作所 4120001027695 通常枠 高機能新型ボルトの開発と運用に伴う洋上風力発電設備部材の供給 中島　丈道

近畿 大阪府 R2271U00450 株式会社池上製作所 7120901009006 通常枠 ３ＤＣＡＤと連携した加工機械の導入による複雑形状部品加工への参入 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00451 株式会社石堂鋼商店 4120001049178 通常枠
近畿圏では唯一。社会的課題であるリサイクル炭素繊維の蘇生加工への取

組
北おおさか信用金庫
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近畿 大阪府 R2271U00455 株式会社エイエルアイ 6122001032244 通常枠 積層セラミックコンデンサ製造装置の主要部品の製造の実現 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 R2271U00456 株式会社ヒロフードサービス 6120001116034 通常枠
①セントラルキッチンプラットフォーム事業　②自社宅配機能を持つＦＣ

への新規参入事業
ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00460 ニッソクセンサー株式会社 6120001039425 通常枠
工場移転を伴う７０ｍ級低温貯蔵温度センサー新製品開発と穀物サイロ新

市場開拓で新分野展開
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00462 株式会社森川金型製作所 9122001007706 通常枠
当社の金型製造及びアルミ鋳造技術を活用した、アルミ製ダッチオーブン

の開発及び量産
髙砂　吉孝

近畿 大阪府 R2271U00464 瀬川塗装工業株式会社 6120001158943 通常枠 独自技術転用・新規技術導入で、医療関係の新市場に進出 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 R2271U00465 株式会社アメリカンホーム 2120001142991 通常枠 Ａｍｅｍｕｒａ．ＴＶ 大同信用組合

近畿 大阪府 R2271U00470 株式会社ジーシステム 3120001012500 通常枠 紙とデジタルを融合したタウン誌を新たに作成し地域活性を行う 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00471 株式会社Ａｕｎ 3120001218329 通常枠 最新ゴルフシミュレーターを導入した非対面ゴルフ練習場の開設 裏野　榮士

近畿 大阪府 R2271U00473 八紘電機株式会社 1122001005964 通常枠
照明機器メーカーの下請けから異業種との協働による照明空間プロデュー

サーへのビジネスモデルの変革
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00475 株式会社澤田工業 5122001025488 通常枠
レーザー加工機導入による低価格化を実現した高性能ステンレスルアーの

製造
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00476 リープ株式会社 7240001022112 通常枠 テイクアウトに重点を置いた台湾朝食専門店の開業 ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00478 チカモチ純薬株式会社 5120001067047 通常枠 シンチレータ化合物の製造と再生技術の開発による環境重視の事業再構築 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 R2271U00480 Ｔ６０１株式会社 2120101008184 通常枠
「ＧＲＥＥＮ　ＦＩＢＥＲ」を用いたＳａａＳ事業とレンタル映像配信ス

タジオ事業への進出
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00488 株式会社千代田工業所 5120901028858 通常枠 変種変量生産に対応するための曲げ段取り自動化事業 松下　隆信

近畿 大阪府 R2271U00489 株式会社ＣＩ 3120001204337 通常枠 営業活動及び採用活動の業務効率向上を実現するオンラインサービス 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 R2271U00490 株式会社立花商店 9120001084096 通常枠 コロナ禍ステイホームを楽しく！あなたに届く！プロ愛用の製菓食材 税理士法人ＴＡＳ

近畿 大阪府 R2271U00493 有限会社研超サービス 5120002011061 通常枠 レーザ・ロボット溶接の加工技術を活用した防災対策新商品の開発 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 R2271U00495 山本印刷株式会社 5120001091402 通常枠
「特許を有する“ＩｏＴ対応の金型を使用しない３Ｄ加飾シート印刷”の事

業化」
株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 R2271U00499 西條合資会社 1120103001007 通常枠 行政ニーズを捉えた「飲食・酒蔵ツーリズム」 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00501 株式会社大阪コロナホテル 4120001053361 通常枠 本館１階改装によるコワーキングスペース・付帯サービスの展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00505 株式会社ディライト 2120001130468 通常枠
医薬品業界の下請けで培った高度な品質・情報管理能力を活かしたダイレ

クトメール発送業務への新規参入
御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00506 株式会社ヤムヤムクリエイツ 4122001025844 通常枠 クロワッサン製造及び専門店構築による売上増大計画 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00508 株式会社越智製作所 9120001157182 通常枠 金属プレート材料加工から川下製造業である金型製造への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00513 花粉 通常枠 小麦粉を熟知した職人が本気で取り組む食パン製造への転換事業 棈木　光司

近畿 大阪府 R2271U00519 株式会社桑田板金製作所 2122001002218 通常枠
金属加工の高度化による多角化戦略として、溶接ヒューム集塵機業界に進

出
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00524 大阪螺子販売株式会社 4120101047073 通常枠 ボルト型ＲＦＩＤタグの製作・販売 税理士法人タクセス

近畿 大阪府 R2271U00527 扶桑機工株式会社 4120101022126 通常枠 社会インフラを支える新製品大型特殊鉄骨製造で市場要求に応える 株式会社名古屋銀行
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近畿 大阪府 R2271U00533 株式会社タイガーゴム 2122001003827 通常枠 ゴム風船製造技術を応用活用して挑戦するゴム製品の新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 R2271U00535 株式会社ダイトク 7122001004465 通常枠 ファブレスから高付加価値金属加工部品の社内製造体制の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00538 日本ウエブ印刷株式会社 2120001002832 通常枠 薄紙印刷工程の構築による包書（薬の添付文書／説明書）の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 R2271U00544 木田精工株式会社 4122001013329 通常枠 インフラ整備に貢献する橋梁用高耐食ボルト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 R2271U00547 株式会社高原製作所 8120901034275 通常枠 高層建築市場への進出に向けて、重量鉄骨製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00549 ワールドプロテクター株式会社 6120001088505 通常枠 新阪神百貨店での惣菜及びスイーツ製造販売・テイクアウト事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00551 株式会社今井 2120001074756 通常枠
今井のこだわりをそのまま冷凍。長期保存に対応することで愛用者増加を

見込む！
株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U00557 株式会社大晃機械製作所 8120901011290 通常枠
ロボット部品加工及びティーチング事業の新規確立によるロボットＳＩｅ

ｒ機能強化
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00566 株式会社上坊工業 3120101058014 通常枠 一貫加工の可能性を追求し新たな経営の柱を構築する新分野展開計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 R2271U00573 ジーエフサポート株式会社 7120001003207 通常枠
ＥＣプラットフォームビジネスへの新分野展開による事業再構築と地域経

済への貢献
株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00576 柏原計器工業株式会社 8122001020858 通常枠 開発中の新製品を内製化するための新規設備導入で業態転換を実現 八尾商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00578 株式会社コウズ 3120001120385 通常枠 ＡＩを用いたホームページ運用支援サービス事業の新規展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00580 株式会社エイトジー 7120001138754 通常枠 当社のリソースを活かした乳酸菌飲料等の企画開発販売事業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00581 株式会社カワイコーポレーション 1120001003179 通常枠 高齢者を快適睡眠でアクティブな人生に導く敷布団の殺菌洗濯事業 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 大阪府 R2271U00583 株式会社富士機械工作所 9120001050602 通常枠
自動車・電機製造設備製造業から食品用射出成形機の開発に進出し新規市

場を獲得
株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00586 株式会社太田鉄工所 1120101061358 通常枠 最新加工設備と最先端デジタル技術による医療機器業界への参入事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00587 阪上織布株式会社 4120101040400 通常枠
素材ＯＥＭ事業から転換、独自性を活かした産業関連の部品製品販売事業

を確立
一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 R2271U00588 ケイ．イー．シー．株式会社 7120001149487 通常枠 「熱誠教育」を新型オンライン授業で提供するための事業再構築計画 太田　真行

近畿 大阪府 R2271U00590 ホーム株式会社 7120001070370 通常枠 楽しい暮らしを実現する老人ホームコンビニ事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U00591 株式会社梅村鋼機 5120002006458 通常枠
ロボットアーム搭載の最新設備導入による水素エネルギー業界への新規参

入計画
ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 R2271U00595 三芝イーシ工業株式会社 7120001050752 通常枠 輸送機器の軽量化を実現し、低炭素社会の実現に資する取り組み 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00601 株式会社中田製作所 5122001019515 通常枠 人が中心の多品種少量生産からロボット中心の大量生産への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00606 シンバイオシス株式会社 9120003013672 通常枠
コロナ禍対応の新分野展開としての多用途オゾン水「オゾンＮａｎｏＧＡ

Ｓ™水」の開発
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00615 株式会社パーソナルシステム 2120001195841 通常枠 歯科業界のノウハウを活かした最先端歯科技工物製作事業の展開 山本　高久

近畿 大阪府 R2271U00619 株式会社トレジャーアイランド 5122001013303 通常枠 自宅消費需要と洋酒ブームを踏まえたワインと食品のＥＣ販売事業 森井　義英

近畿 大阪府 R2271U00629 株式会社レインボー 5120001198899 通常枠 自社・地域の強みを生かした、釣り人のための旅館業への転換 税理士法人奥村会計事務所

近畿 大阪府 R2271U00630 岸和田製鋼株式会社 3120101036531 通常枠
現場ニーズに対応したワンストップ機能強化による鉄鋼製品拡販の事業計

画
株式会社商工組合中央金庫
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近畿 大阪府 R2271U00632 株式会社メイクアップ 9120001011232 通常枠 自社開発し、サブスク事業を展開するプロジェクト 東畠　卓也

近畿 大阪府 R2271U00640 ＯＸＹ株式会社 7120001183610 通常枠 独自マーケティングノウハウを活かしたテイクアウト専門焼き芋店の出店 金園　英也

近畿 大阪府 R2271U00642 北京飯店 通常枠 工程自動化とデータ一元管理システムによる低コストの非対面事業確立 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00643 株式会社梅川鉄工所 7120101043177 通常枠 高精度を要する金属部品加工の高品質且つ効率的生産による事業の再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00645 株式会社広和ＬＳ 7120101039101 通常枠 新たに風力発電用軸受組立事業参入による売上の柱の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00647 株式会社河内駿河屋 4120001009479 通常枠
老舗和菓子メーカーが、大幅赤字決算を契機にチョコレート市場開拓に挑

戦する取組み
株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U00653 株式会社エルワールド 8120001041874 通常枠 強力なブランド構築によるＥＣ市場への本格進出 中澤　悠平

近畿 大阪府 R2271U00655 株式会社ツタワ 2120001020974 通常枠
自動検査システム製造販売事業の立上げによる、人材不足の対応と製造ラ

インの作業者間のコロナ感染対策
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00658 フジ電気工業株式会社 7120901009963 通常枠
ＳＤＧｓに取り組み精度の高いエアコンリユースで新規市場にチャレン

ジ！
美藤　直人

近畿 大阪府 R2271U00659 コウワテック株式会社 5120001213220 通常枠 町の専門卸が小ロット専門の部品工場を併設でニッチな需要に対応 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 R2271U00661 株式会社マイスタースタジオ 8120001134083 通常枠 ＲＰＡを活用した中小企業向け低価格×成果報酬型ＳＥＯ事業 税理士法人希水会

近畿 大阪府 R2271U00662 有限会社森口製作所 7122002004893 通常枠 高精度マシニングセンタの導入による医薬品製造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 R2271U00664 東尾メック株式会社 1120101034058 通常枠 空調機冷媒配管用に開発した新型銅継手の量産体制整備による新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00665 山陽金属鋼業株式会社 5120001044079 通常枠 ＬＡ熱処理内製化による、表面清浄度向上と短納期の実現 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 R2271U00667 有限会社ＣｒａｆｔＷｏｒｋ 3120002058856 通常枠
「ハンドランチグライダー」の製造・販売及びＦＰＶドローン事業による

業種転換
尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00669 株式会社ＩＣＨＩＫＩ　ＰＬＵＳ 2120001225895 通常枠 建築実績を活用して室内ゴルフ練習場を創り、健康作りの場に 永和信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00671 株式会社太鼓亭 4120901024437 通常枠 製造業としての事業構築による飲食店中心の収益構造からの脱却 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00676 株式会社富士精機 5120001021557 通常枠
「成熟産業」から「成熟産業と成長産業（Ｍｇ製品）」へ、「金属加工」

から「営業・開発・製造の垂直統合」へ事業再構築を図る。
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00682 セイコーモールド株式会社 3122001003677 通常枠
化粧品用金型で培った高度の金型技術を生かしウィズコロナ商品金型へ展

開
金田　康良

近畿 大阪府 R2271U00687 川瀬産業株式会社 4120101038618 通常枠 プラスチック再生原料を用いた『コンテナ床材』の開発・販売 特定非営利活動法人アタック・メイト奈良

近畿 大阪府 R2271U00690 株式会社三興 1120001147018 通常枠 医薬品用創造試作品の製造体制構築による新市場への進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00691 不二合金株式会社 9120101006396 通常枠 鋳造用砂型３Ｄプリンター導入による鋳物製造における造型方法の改革 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00695 株式会社生田金属工作所 3122001000567 通常枠
熟練工の最高品質と最先端設備による「大物部品の研磨事業」で地域の製

造業を守る
税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271U00698 株式会社舞昆のこうはら 6120001009733 通常枠 当社が新開発した具沢山ソースのＦＣ本部の立上げと全国ＦＣ展開 戎　欽也

近畿 大阪府 R2271U00699 マルニ株式会社 6120001006482 通常枠 医療関連製品の市場参入に伴うオープンクリーンシステムの導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00702 大衆酒場楽園 通常枠 薬膳料理とヘッドスパで体の内外から綺麗にする新感覚美容事業 末吉税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00712 株式会社河内金属製作所 6120001152095 通常枠 次世代高速鉄道向け精密部品の生産への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社



20 / 38 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　採択案件一覧【近畿ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

近畿 大阪府 R2271U00717 夢ぼうず 通常枠 幸せ立呑み　夢ごりら 秋山　和久

近畿 大阪府 R2271U00719 株式会社キックス・インターナショナル 7120101028046 通常枠 次は「要介護」にならないようにすることが、私達の使命だ！ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U00721 株式会社リ・ライフ 3120901028091 通常枠 在宅高齢者向けの配食事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00729 三雅産業株式会社 2120901012113 通常枠
自社開発のＱＲコードを用いた顔認証システム「Ｋａｏｎｉｎ」の市場化

の実現
株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00732 株式会社藤野鉄工所 8120101006133 通常枠
球面加工機導入によるクリーン環境用　Ｍｕｌｔｉ－ｆｕｎｃｔｉｏｎ　

ｂｅａｒｉｎｇ開発製造での新分野展開
株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U00734 ＡＰＰＬＡＵＳＥ愛歯やまだ歯科 通常枠 アイテロを活用したマウスピース矯正治療の促進サービスの展開 前森　勉

近畿 大阪府 R2271U00741 株式会社セティ 8120101045404 通常枠 当社強みの極小サイズの微細加工技術を活かし内視鏡部品加工に進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00744 株式会社フラーズ 2120101034874 通常枠 コワーキングカフェ事業 吉尾　正巳

近畿 大阪府 R2271U00754 株式会社ビープライス 4120001166361 通常枠 オンライン接客ツールＭＥＥＴＬＹの開発と外販 北條　明宏

近畿 大阪府 R2271U00760 株式会社ニチレク 3120001039428 通常枠 （北摂）地域活性化・過疎化対策等による市域社会への貢献事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00761 株式会社藤乃 3120001170554 通常枠 河内鴨を使っての加工食品の製造工場設立による収益工場を図る 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00764 株式会社ユニソンプラネット 2120001171017 通常枠 タグの設置で簡単に導入！ＷＥＢ接客ツールの新規開発 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271U00765 有限会社ロカエンタープライズ 2120902020255 通常枠 ＳＤＧｓを実現する食パン製造直売事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00770 ヨーホー電子株式会社 6120001158365 通常枠 極小部品実装技術の確立による先端医療装置分野への参入 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00775 株式会社ヨシダユウ 7120101025893 通常枠 ポーテルサイトを設置、オンラインでカスタムグッズ製造販売 徳野　文朗

近畿 大阪府 R2271U00776 有限会社こんぶ土居 8120002060964 通常枠 新事業「昆布ミュージアム」の開設と、既存事業への波及効果の実現 野田　暢之

近畿 大阪府 R2271U00779 株式会社林商会 3120101025609 通常枠
リチウムイオン電池バッテリーからのレアメタル・レアアース金属回収事

業
大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00784 有限会社伊藤歯車製作所 2120102020782 通常枠 再生エネルギー市場に参入するための新設備導入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00786 ふぐかず 通常枠 バーチャルレストランの開業による中食事業への進出 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 R2271U00787 有限会社富士ダイカスト 4120002015030 通常枠
３Ｄ設計とスマートファクトリーで、ＩＥ４基準の省エネモータ市場に参

入
新居　誠一郎

近畿 大阪府 R2271U00788 三恵工業株式会社 4120001003465 通常枠 脱炭素対応施設の整備、関連サービスの開発による付加価値の向上 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00791 株式会社遊人 7120001195011 通常枠 ダイエットをサポートする低糖質冷凍弁当の販売事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00793 有限会社高田精機 1122002014205 通常枠 成形金型加工技術を活用したＥＶ用動力線組立治具製作事業への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00794 コロナ株式会社 8120001049570 通常枠
灯油、軽油又は、Ａ重油を燃料とする道路路面乾燥機、融雪機製品の製

作・販売
北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00806 冨士端子工業株式会社 5120001058104 通常枠 バイメタル端子（銅とアルミの接合品）の国産化による新市場進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00807 丸藏株式会社 3120001090034 通常枠 ＡＩとオンライン接客を用いたオーダーカーテン専門のネット通販事業 上谷　雄一

近畿 大阪府 R2271U00809 株式会社アトライズイナケン 1120001060212 通常枠 めっき加工砥石の開発 税理士法人ＫＴＳ
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近畿 大阪府 R2271U00814 有限会社東洋鉄工所 5120002011631 通常枠 建設機械・半導体工作機械用部品への転換による売上回復 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00817 サノシャーリング株式会社 3120101039708 通常枠 レーザー加工機の導入で優れた強靭と施工の防災インフラ部材を開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00819 内外カーボンインキ株式会社 5120901011616 通常枠 ビジネスフォーム印刷受託特化とＤＸによる生産性向上で日本一に 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00821 橿原精工株式会社 1122001001550 通常枠
新型コロナウイルス感染症のワクチン普及に寄与する医療機器用部品の開

発
税理士法人土肥会計事務所

近畿 大阪府 R2271U00822 株式会社三共製作所 3122001002712 通常枠
需要が伸びるセンサー用の微細部品の製造に取り組み、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 R2271U00823 レッキス工業株式会社 2120001092329 通常枠 金属部品の製造工程における、焼入れ加工の受託事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00826 旭パツキング工業株式会社 5120001040961 通常枠 高出力高送りレーザーカッター機による難切断材分野へのチャレンジ 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00829 テクノロール株式会社 1120101041707 通常枠 マテハン事業への新規参入に伴う工業用ゴム部材の量産体制の構築 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00832 株式会社アースカンパニー 2120101037563 通常枠 新たな客層を開拓するための、持ち帰り専門業態への新規展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00834 株式会社井上製作所 5120001147360 通常枠
生産工程を刷新し、事業再構築による公共インフラ工事用事業へ参入する

計画
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00835 有限会社奥山精密 7120002049133 通常枠 化学分析機器部品製造業への参入のための新設備導入と新工場移転 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00840 株式会社ＤＩＣ 9120001192345 通常枠 若年層の顧客に対し、主にＷｅｂ広告、ＳＮＳ等で集客する焼肉事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00841 有限会社タラタ 7122002012129 通常枠
超音波溶着事業におけるプラスチック成形品の内製化への参入に伴う業態

転換
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00842 小林鉄工株式会社 5120001027447 通常枠 「脱炭素化」・「海水淡水化」製品を新規製造するための業態転換計画 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00844 株式会社盛光ＳＣＭ 4122001008964 通常枠
自社オフィスの魅せる化と世界デザインを結ぶハブ化を同時に実現する大

幅な自社ビル改修計画
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00846 ＭＳＲ株式会社 2120101025741 通常枠 ２次電池（蓄電池）及び燃料電池分野への進出 片山　敏彦

近畿 大阪府 R2271U00851 有限会社西出鉄工所 5122002003559 通常枠 医療機器業界への新規参入とリピート品獲得への取組み事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00853 株式会社アルファブレイン・ワールド 5120001074200 通常枠 新商品を開発し、ＥＣサイトで美容室専売品を一般消費者へ販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00860 株式会社Ｊ－ＳＰＯＲＴＳ 4120001145968 通常枠 全国で学べるメディカルアロマ等１０種類のオンライン講座の開始 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00862 株式会社テックアドバンス 7120901036297 通常枠 独自技術を活かした屋根の水切り製造内製化による最短即日納品の実現 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00867 株式会社ベッセル工業 2120001013557 通常枠 「ＶＥＳＳＥＬ」自動車整備業界向けの高機能作業工具の製造および販売 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U00875 株式会社淀川金属 3120001159614 通常枠 公共インフラ設備向け大型板金事業への新規進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00878 株式会社ｃｏｌｍｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｐｌｕｓ　ｉ 6120001168249 通常枠 ０２０型サービス業収益向上システム構築 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00880 株式会社輝工作所 8120001067440 通常枠
産業機械用のカムから、電子部品の製造機械用の高速回転・高精度対応カ

ムへの生産体制の再構築
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00882 有限会社たくみ精密鈑金製作所 4122002014094 通常枠 人工関節置換術等の精度を上げ、笑顔を増やす 税理士法人パートナーズ関西

近畿 大阪府 R2271U00886 株式会社ベクトル 1120001015991 通常枠 「せんば自由軒」コロナ対応非接触型カレー商品の製造販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00889 株式会社アイ・エス 5120901022563 通常枠 食品工場向けオーダーメイドロボット開発工場 尼崎信用金庫
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近畿 大阪府 R2271U00890 株式会社ウシオ 4120001155323 通常枠 ファイバーレーザー加工機導入による非鉄金属加工と量産体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00891 中央フードサービス株式会社 5120001035714 通常枠
中食事業４カテゴリーの展開による、給食事業、外食事業と並ぶ食の総合

事業化
株式会社ユアコンパス

近畿 大阪府 R2271U00892 株式会社ヤマト 2120001223222 通常枠 「コインランドリー事業を通して地域の暮らしを支える」 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00898 カシハラ鐵構株式会社 8120001027262 通常枠 脱炭素化の暮らしを下支えする企業への変貌に向けて 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 R2271U00901 株式会社プリント大阪 2122001019922 通常枠 培ったデジタルデータ編集技術を活用しフォトブック等の新事業を開始 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00902 株式会社ハイドロシステム開発 5120001111325 通常枠 マルチビームを搭載した水面ドローン測量システムの自社製造 税理士法人和

近畿 大阪府 R2271U00904 株式会社ＮＢＬ研究所 8120001145824 通常枠 ＦＲＰ管によるアーチ型ソーラハウス 三田　与志雄

近畿 大阪府 R2271U00906 松下金属工業株式会社 6122001007130 通常枠 新たに理化学機器及び医療機器分野に参入することで再構築を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00908 東海化成品株式会社 1122001019436 通常枠
５軸ＮＣマシニングセンタの導入による画像処理用照明デバイスへの新分

野展開
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00910 松勢鋼材株式会社 9122001020122 通常枠 鋼材加工業から樹脂・ゴム製品加工業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 R2271U00914 猪原鉄工株式会社 6122001017732 通常枠 溶接ロボットの導入による「デジタルサイネージ業界」への新規参入事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00916 株式会社Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 8120001184327 通常枠 ２４時間営業セルフサービス型フィットネスジム店の運営 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00918 株式会社ＮＰＣコーポレーション 5120001068326 通常枠 大学就職部主催のオンライン双方向企業説明会実施業務を一括受託 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00923 株式会社ＪＯＩＮＴ 2122001028361 通常枠 中小事業者が打ち勝ち、社会貢献も出来る配送代行システム構築 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U00924 北口精機株式会社 5122001016537 通常枠
高精度複合加工機導入による二次電池製造装置部品への新分野展開につい

て
大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00925 株式会社中央電機計器製作所 6120001008066 通常枠 ＩｏＴ端末とＡＩ技術による工場設備の監視・管理サービスへの転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U00926 株式会社マルユウ食品 8120101040867 通常枠
地産地消を促進する地域の良質な食品を消費者に届ける通信販売事業への

新分野展開
株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U00930 昭和化学工業株式会社 1120101044148 通常枠 電池寿命が長い電気自動車（ＥＶ車）用電池材料の新開発 税理士法人ＴＡＳ

近畿 大阪府 R2271U00931 株式会社大東精工 9122001008563 通常枠
ウィズコロナ時代における事業Ｖ字回復の実現に要する新製品製造工場の

建設
株式会社中国銀行

近畿 大阪府 R2271U00934 株式会社第一金属製作所 6122001003880 通常枠 経営リスク軽減のためのパイプレーザー導入による顧客構成再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00935 株式会社ＴｏｏｔｈＴｏｏｔｈ 3130001063220 通常枠 医療人材向けオンライ動画配信・マニュアル管理システムの提供 株式会社そだてる

近畿 大阪府 R2271U00936 有限会社サン鉄工 3120102002144 通常枠 水素ステーション関連部品の量産体制の構築による事業分野の転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00939 クリエイトサウンドワークス株式会社 1120901019308 通常枠
Ｓｅｎｄ　ｔｏ　ｔｈｅ　ＷＯＲＬＤ！！　あなただけのコンテンツを世

界に発信する最幸のアーティストのための配信スタジオ
税理士法人ほはば

近畿 大阪府 R2271U00941 有限会社ツジグチコーポレーション 5122002003286 通常枠 出来立ての味を眠らせる！大阪産（もん）カレーを美味しく提供 直井　郁洋

近畿 大阪府 R2271U00944 株式会社アイテック 8120101010102 通常枠
二酸化炭素超臨界装置の製造業から機能性食品等受託加工事業への事業転

換
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00949 株式会社デジナ 5120001170528 通常枠
日本初！ものづくり支援型マーケットプレイス事業で誰もがオリジナル商

品を作れる新受注生産販売方式を提案
株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U00952 有限会社リックパレ 8122002001758 通常枠
大型打抜き機×手加工内職によるＯ２Ｏ対応陳列紙什器と通販用箱加工事

業への挑戦
関西みらい銀行
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近畿 大阪府 R2271U00955 有限会社Ａｎｄ－Ｏｎｅ 7120002066442 通常枠 アフターコロナを見据えた、サイバースタジオへの転換 アイジータックス税理士法人

近畿 大阪府 R2271U00969 中村鉄工株式会社 2120101005628 通常枠 大容量ペットボトル飲料ボトリング設備部品製造事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U00976 株式会社日本フューテック 8122001008531 通常枠 長寿命の小型衛星向け電源システムの提供 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271U00977 大竹鋼機株式会社 9120001041997 通常枠 リニアガイドの加工販売 藤本　幸治

近畿 大阪府 R2271U00981 森本精密工業株式会社 4120901036432 通常枠
門形マシニングセンタ導入による難削材部品加工及び、二次加工を伴う大

型溶接構造物の社内一貫生産
大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271U00982 有限会社利休蔵 4140002001094 通常枠
日本酒製造のノウハウを活かし、新製品の開発、海外展開を促進するため

の国際部を発足させる
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00988 株式会社大阪タイユー 5120901020303 通常枠 特定計量器として利用できる機器を開発・製造販売事業 道廣　友厚

近畿 大阪府 R2271U00990 株式会社とらや 2120001018242 通常枠
シャボン玉容器の自社製造による、競争力向上と失注低減及び容器販売の

開始計画
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U00999 神藤タオル株式会社 5120101039788 通常枠 自社の人材・技術・販路というリソースを活かした売上向上事業 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01001 ａｓｓｅ株式会社 9120001167082 通常枠 新商品のテイクアウト＆ＥＣ販路による販路開拓事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U01009 キングプリンティング株式会社 8120101001753 通常枠
超大型インクジェットプリント事業を新規立上げ、企業体質強化と周辺地

域の印刷製品供給の一大拠点化
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U01010 ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＢＥＳＯＮ株式会社 7122001025107 通常枠 既存ＬＥＤじぎょうの縮小と、監視カメラ販売、クラウドサービスの開始 大八木　勇毅

近畿 大阪府 R2271U01011 株式会社マルヒロ 9120101038844 通常枠 再生ポリ乳酸原料を使った新規商品の開発及び販売 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U01013 株式会社新免鉄工所 1120001049817 通常枠 レーザを用いた次世代の安全を担う既設橋梁等の補修事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01017 フィッシュ・バイオテック株式会社 6120901038716 通常枠 高付加価値な養殖魚用飼料の生産施設開設による新分野展開事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01037 有限会社テクノビレッジ 3120902001873 通常枠 「喫茶×ランドリー」という新しいビジネスモデルの構築計画 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 R2271U01040 甲陽ケミカル株式会社 6120001099907 通常枠
食品添加物原料の受託加工事業及び医療向け原材料としてキチン・キトサ

ン類の製造
公益財団法人鳥取県産業振興機構

近畿 大阪府 R2271U01041 株式会社マスコール 2120001097963 通常枠 地域の食品ロス低減に挑む食品事業計画 税理士法人第一会計

近畿 大阪府 R2271U01042 株式会社スハダコスメチックス 2120901024265 通常枠 ナノ化技術導入で新製品ナノ化粧品を開発し新分野展開でコロナ禍克服 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01044 株式会社ＬＥＧＯ　ＨＡＩＲ 7120101057672 通常枠 エステ・カフェの併設による美と健康のテーマパークの運営 下井　和也

近畿 大阪府 R2271U01045 株式会社浪速刃物製作所 8120001015812 通常枠 医療機器業界への新規参入と純正刃物販売による自社ブランド向上計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 R2271U01047 氏井矯正歯科クリニック 通常枠 デジタルを利用した医療者向け教育・コンサル事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 R2271U01048 パンドサンジュ 通常枠 独自開発した新製法冷凍パンで新市場に進出するための新工場設立 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01053 株式会社エイシンテック 7140001084377 通常枠
建設業の非対面化・無人化を進めるためのデジタル技術搭載装置導入によ

る業態転換
株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 R2271U01055 ドリームリゾート開発株式会社 3011201013844 通常枠
ソーシャルＥＣ・越境ＥＣを利用した日本製サプリメント（ＮＭＮ）の販

売
株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271U01062 エード株式会社 7140001055832 通常枠 女性が活躍できるグローバル倉庫へ転換し、海外との橋渡しを実現 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01068 三博工業株式会社 9122001020238 通常枠 環境対応型紙器容器・食品用一次容器の開発、製造 株式会社紀陽銀行
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近畿 大阪府 R2271U01071 フクチクリエイト株式会社 4120001113058 通常枠 待機児童問題の解消と未来を担う子供たちのための保育園運営の実施 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 R2271U01074 大裕株式会社 2120001148221 通常枠 重仮設機材（敷鉄板）の修理・再生巡回請負事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271U01076 株式会社ツタハラ 6120001084537 通常枠 ３Ｄモデリング技術を使用した世界に１つだけのバッグのオーダーサロン 金井　吉光

近畿 大阪府 R2271U01083 株式会社伏尾の鮎茶屋 4120901019882 通常枠 ペットと泊まれる温泉旅館・高付加価値の提供できる客室改装計画 倉田　晃

近畿 大阪府 R2271U01089 株式会社エイトＪＡＰＡＮ 4120001170124 通常枠 グループ内の個性的飲食店の料理をＥＣ物販でダイレクトに販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271U01092 光洋機械産業株式会社 4120001111160 通常枠 新標準ポータブルコンベヤの開発による環境リサイクル分野への進出 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271U01106 優仁ウエルネス株式会社 9120101029901 通常枠
『「介護からの卒業」を目指す、利用者の心に寄り添う訪問介護・訪問看

護事業』
日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 R2271U01108 株式会社食工房のだ屋 2122001024708 通常枠 廃棄にんにく表皮を利用した機能性表示食品の製造事業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01121 株式会社ポルチーニ 5120001130985 通常枠 パン製造セントラル工場サテライト売店販売事業 税理士法人オークラ会計事務所

近畿 大阪府 R2271U01127 株式会社ダイコー製作所 7122001012765 通常枠 自動車用部品の二次加工から医療機械部品の精密金属量産加工に展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U01129 山田五包装株式会社 2120001002709 通常枠
紙製容器専業メーカが挑むプラスチック製段ボール箱の生産開始に伴う設

備導入と工場改修計画
株式会社南都銀行

近畿 大阪府 R2271U01131 株式会社高洋商会 8120101036659 通常枠 建築の新たな可能性を拡げる型枠開発による新分野展開事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01136 加陽印刷株式会社 1120001007205 通常枠 クリアファイル加工のデジタル転換による品質向上とコストダウンの両立 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01137 株式会社丸促 8120001036511 通常枠 青果仲卸が製造する焼き芋等青果スィーツの小売、ネット通販事業 有村　知里

近畿 大阪府 R2271U01141 木田バルブ・ボール株式会社 1122001001798 通常枠
小ロット生産に対応した高効率生産体制の構築による新分野展開と事業再

構築実現
株式会社南都銀行

近畿 大阪府 R2271U01152 株式会社可門プリントラボ 7122001001611 通常枠 災害緊急事態用簡易ベッド量産及び販売体制構築計画 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01156 合同会社Ｌｅ’ｃｏｅｕｒ 6120103001927 通常枠
生まれ育った場所で”誰一人取り残さない”持続可能な「福祉と地域」を作

る
税理士法人トライアングル

近畿 大阪府 R2271U01159 江見印刷紙工株式会社 5122001017840 通常枠 菓子・弁当二次容器製造からテイクアウト一次容器製造へ事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U01164 株式会社アークティブ 5180001110288 通常枠 脱サラ希望者に対するフランチャイズ本部の斡旋事業 小林　暢浩

近畿 大阪府 R2271U01189 株式会社プラスミュージック 2120001220509 通常枠 プロ品質の動画投稿を簡単操作で実現する新・音楽スタジオ開発事業 米田　大作

近畿 大阪府 R2271U01201 株式会社フィルディア 8120901031256 通常枠 教室の空き時間を有効活用した学童保育事業の開始 税理士法人ビジョン・ナビ

近畿 大阪府 R2271U01202 株式会社オリエンタルベーカリー 6120001037643 通常枠 学校給食への参入に向けて製パンラインの非接触化と新商品開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01206 株式会社旭工作所 3120002015221 通常枠 金属加工のプロ職人によるこだわりの金属製家具の製造販売 下井　和也

近畿 大阪府 R2271U01216 株式会社山下社中 9120101047069 通常枠
要介護度の高い高齢者をターゲットとしたサービス付き高齢者向け住宅事

業への進出
株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 R2271U01223 株式会社中島食品 9120001033342 通常枠 従来の野菜卸売業から、半惣菜製造業への進出計画 若松　敏幸

近畿 大阪府 R2271U01230 アリドレムネクスト株式会社 7120001213490 通常枠
８Ｋ解像度　低遅延インタラクティブ　マルチストリーミングシステム開

発
株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271U01233 株式会社柴田 8120001081152 通常枠 完全非接触型店舗の出店 景山　洋介
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近畿 大阪府 R2271U01237 株式会社イー・エス・アイ 9120001146078 通常枠 健康経営プログラムマッチングサービス　Ｇ　Ｓｐｏｒｔｓ 青木　孝之

近畿 大阪府 R2271U01239 一般社団法人地域スポーツ教育ＣＳＲ 9120005018257 通常枠 既存事業の強みを生かす運動療法を取り入れた就労支援事業所設立事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 R2271U01246 日本製図器工業株式会社 5120001034088 通常枠
機械／ソフト／資材の販売商社から、環境に優しい紙製品の製作分野へ挑

戦！
株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 R2271U01247 株式会社Ｒｅａｌｉｚｅ 3120001174489 通常枠 アプリを用いた非対面接触【映える】貸スタジオ事業計画 永山　寛正

近畿 大阪府 R2271U01261 株式会社電子技販 8120901007529 通常枠 産業界のＤＸ化を推進するハンディ型サイネージの開発・事業化 立田　博久

近畿 大阪府 R2271U01262 株式会社さかとういす 9120001165912 通常枠 家庭用新ブランド製品の開発と新販路の開拓によりコロナ禍に対応する 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 R2271U01263 株式会社ミケランジェロ 2120101001783 通常枠
Ｗｅｂホームセンターでカスタマイズ商品の受注製作システム体制構築、

建築資材分野へも挑戦！
尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01266 株式会社Ｒｅ－ｆａ 9120001130362 通常枠 スィーツ・パン製造販売店の開発 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271U01267 有限会社きたに 5120102001400 通常枠 ＥＣデジタル技術の活用と地域密着型の高級食パン事業による成長発展 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 R2271U01271 株式会社ミツケン 4120101034765 通常枠 アプリを使用した物件管理・修繕発注システムの構築計画 永山　寛正

近畿 大阪府 R2271U01272 ＥＡｕｎｏｔｉｅｎｄａ株式会社 8122001023373 通常枠 トータルビューティサロンが提供する高品質ヘアケア専門サービス 金谷　修一

近畿 大阪府 R2271U01287 株式会社王子商会 5120001041943 通常枠 海外製品対抗のセラミックバンドヒーター製造事業 渡邊　海翁

近畿 大阪府 R2271U01289 ＵＮＢＹ株式会社 6120001176367 通常枠
キャンプ用品のプラットフォームとアウトドアの複合型事業による事業再

構築
株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 R2271U01304 株式会社日本ユニスト 6120001163704 通常枠 和歌山県・熊野古道における新規グランピング事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 R2271U01323 長岡金属工業株式会社 8120901024920 通常枠
ＥＶ車や太陽光発電蓄電池の蓄電池部品の生産体制整備と蓄電池分野への

進出
豊中商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01327 とんかつ　ひろ喜 通常枠 新需要攻略に向けた生産体制の構築 橋本　浩司

近畿 大阪府 R2271U01329 株式会社サンアクティス 6120001080024 通常枠
新商品（青果物鮮度保持シート　Ｆūｔｏｎ®）を活用した新市場（包装

資材の販売及び青果物卸及び輸出）への展開による事業再構
株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U01330 株式会社カープラン 3122001013882 通常枠 大阪の芸能文化を味わえる体験型カフェ・バー事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 R2271U01334 マッスル株式会社 1120001097691 通常枠
「市場の常識を覆す世界初／世界一モジュール（システムの中核）製品」

事業
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01337 東伸金属工業株式会社 5120001219093 通常枠
電気自動車向けアルミ製ロータダイカストへの参入による低炭素社会への

貢献
株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 R2271U01339 株式会社ライト 8120001121065 通常枠 鉄加工の実績を基に非鉄金属加工分野に参入し一括発注に対応 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01348 ビアーズ 通常枠 養鶏場を守る。ハンバーガーファーストフード店事業 神戸商工会議所

近畿 大阪府 R2271U01349 月盛工業株式会社 1122001019304 通常枠 洋上風力発電棟等向けに冷間圧造による太径高力ボルト事業の再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U01354 小出工業株式会社 7120901009344 通常枠
ロボット溶接機の導入と新鋼材活用による狭小高層物件への対応力強化の

取組
株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 R2271U01356 日本コンピューターネット株式会社 9120001016669 通常枠 ソフトウェア開発力を活かした国産ドローンの製造販売による受注拡大 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01365 山本精密株式会社 2120001021989 通常枠 感染症の低減・防御を目的とした新たな医療機器の開発及び市場開拓 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01371 株式会社ＳＴＧ 2122001021985 通常枠 ３Ｄプリンター等を活用した総合的な軽量化部品製造業への展開 株式会社紀陽銀行
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近畿 大阪府 R2271U01374 株式会社澤原 7120001183602 通常枠 「ふぐのから揚げ」専門店展開（海外マーケット含む）事業 山科　和彦

近畿 大阪府 R2271U01381 響不動産リサーチ株式会社 9120001120280 通常枠 大阪府阪南市グランピング事業計画 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271U01393 株式会社東野材木店 2120001119841 通常枠 ＡＩＲ鉋で大阪を森林の恩恵に浴する街へ。事業 税理士法人山下総合会計

近畿 大阪府 R2271U01402 有限会社プロシード不動産販売 3120002055498 通常枠 マエノリ・アトハク宿泊事業計画 大阪協栄信用組合

近畿 大阪府 R2271U01406 ユウビ・クリエイト株式会社 5120101031324 通常枠 能力開発型放課後等デイサービスによる早期ＩＴ人材育成事業 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 R2271U01408 株式会社住まい壱番館 8120001031132 通常枠 高級キッチン付き　１棟まるごとレンタルスペース事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271U01410 池内医科工業株式会社 2120001122671 通常枠 高齢化やコロナ禍での医療現場需要に対応したＲＯ装置の製造 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271U01424 株式会社木村創建 9120001124273 通常枠 「荷主・運送業者マッチング配車アプリ」構築 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U01432 株式会社リオ・コーポレーション 2120101024388 通常枠
ｗｉｔｈコロナ対応の飲食店から製造業へ～＂究極のプリン＂を届け、地

域雇用創出～
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01443 キドバ産業株式会社 4122001014665 通常枠 成長分野への挑戦　釘金型事業からネジ金型事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01448 ユニクル株式会社 2120901010190 通常枠 中間処理業を始めることによる大手排出業者の小ロット廃棄物の囲い込み 税理士法人優和

近畿 大阪府 R2271U01449 港製器工業株式会社 3120901012112 通常枠 不採算事業の撤退及び新市場向け製品の開発製造による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01450 有限会社周本化成工業所 8120102021164 通常枠 クリーンルーム内での医療用成形品の製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01454 株式会社Ｒａｐｉｄ 4120901035509 通常枠
脱炭素エネルギー１００％で稼働するＤＸ型家庭菜園の複合的支援サービ

ス業
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271U01455 株式会社オネスト 4120001146545 通常枠
既存ＬＥＤ照明販売事業の縮小と、ＬＥＤ光を利用した小規模植物工場販

売
大八木　勇毅

近畿 大阪府 R2271U01458 株式会社西田技研 9120101027194 通常枠 超微粉の有機、無機フィラーの機能性複合プラスチック材料の製造。 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271U01461 株式会社ガレージイル 2120101034742 通常枠 需要の高まりがあるキッチンカーを製造して業績をＶ字回復させる計画 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 R2271U01462 株式会社田村商店 1120001045361 通常枠 鉄・非鉄素材における中古製品のマッチングプラットフォーム事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 R2271U01491 株式会社アイ・エス・アイソフトウェアー 1120001040718 通常枠 動画ＥＣサービス 藤田　正和

近畿 大阪府 R2271U01494 株式会社ＭＯＳＴ 7120001215306 通常枠 ラッピングおにぎりのスロバキアでの製造販売 山本　文則

近畿 大阪府 R2271U01500 木ノ下金属工業株式会社 6120001155544 通常枠 金属部品の鋳造技術を応用した錫製酒器製造販売による新分野展開 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271U01501 株式会社トラベルギャラリー 1120001110875 通常枠 キャンピングカーレンタル 坂上　勝幸

近畿 大阪府 R2271U01511 株式会社ネクストソリューション 7120001182851 通常枠 リフォームの見積り・受注のオンライン化事業 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 R2271U01516 クリエイティブ・フラワー・コーポレーション株式会社 6120901018115 通常枠
実店舗とＥＣ連動で郵便投函式のお花の定額サブスクリプションサービス

事業の開発
株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 R2271U01517 株式会社ＲＩＳＥ 9120101054536 通常枠 マスク製造販売事業への事業再構築に関する計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271U01518 株式会社山福 7120001071534 通常枠 新たな生活様式に対応するための『一般家庭用・洋』食材分野への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271U01527 サツキ工業株式会社 8120001164824 通常枠 熱い中での仕事も快適完全コードレス空調ファン２号 株式会社京都銀行
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近畿 大阪府 R2271U01535 すずらん整骨鍼灸院 通常枠 地域密着・コロナ対応型の高齢者向け介護事業による健康増進事業 弓田　勝機

近畿 大阪府 R2271U01540 ＮＳＷ株式会社 2120101040047 通常枠
保存食を家庭で簡単に作れる調味液のサブスクサービスとエコシステムの

構築
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01543 株式会社ウイン企画 5120001006995 通常枠 生産者のオーナー制度と顧客をつなぐプラットフォームの作成 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271U01547 雁飯店 通常枠 日本初！機能性表示食品の餃子の開発、製造、販売による事業再構築 京都信用金庫

近畿 兵庫県 R2281G00002 テクノクラート株式会社 4140002024649 卒業枠 中古産業機械のリユース事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00006 関西ハウス工業株式会社 6140001085062 通常枠
保有する居宅・研修場をリノベーションし、貸別荘・貸研修場として新分

野展開する
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00007 株式会社エフスリー 2140001083680 通常枠 最新レーザ加工機の導入と生産体制の刷新による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 R2281U00008 明昌機工株式会社 4140001041348 通常枠
最先端医療並びに脱炭素化を支える開発試作特化型から準量産型への事業

展開
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00010 有限会社今津工作所 4140002024450 通常枠 環境変化への対応力向上のための樹脂製部品の製造加工への取り組み 合同会社神戸マネージメントワークス

近畿 兵庫県 R2281U00011 株式会社ミキモク 6140001039183 通常枠 テレワークの快適性を確保可能な新商品開発とＥＣコマース市場への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00013 有限会社山村工作所 1140002005387 通常枠 医療分野向け製品製造による新分野展開 田中　洋介

近畿 兵庫県 R2281U00014 株式会社ムカエ 1140001085983 通常枠 未来ニーズから価値を創造する・既存技術を伸ばし、変革する。 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00017 神広企画株式会社 5140001016191 通常枠
コロナ禍における新分野展開としてのデザインシミュレーターの開発と販

売
兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00018 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 通常枠 水素エネルギー社会転換に応える高圧水素環境試験サービス開発 多田　善計

近畿 兵庫県 R2281U00019 株式会社マヤテック 8140001011000 通常枠 ＤＥＰＡＫによる新たな食肉流通事業の創出 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 R2281U00020 株式会社協同病理 3140001031985 通常枠 病理検査解析のＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00022 株式会社イデアコーポレーション 4140001028980 通常枠 持ち帰り生ラーメンの開発と、こだわり食材の高品質食品無人販売店事業 大澤　悠

近畿 兵庫県 R2281U00029 株式会社Ｍａｔｓｕｓｈｉｍａ 8140001028572 通常枠 コロナ禍におけるベーカリーレストランの新規出店計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00033 株式会社川副機械製作所 7140001048365 通常枠 新構造導入による医療関連市場向け「小径精密パイプ矯正機」の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 R2281U00034 株式会社エルデベルグ平井 3140001058054 通常枠 業務用卸で培った商品知識と品揃えを生かして業態変換を果たす。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00035 有限会社レオプランニング 9140002052348 通常枠 個食対応した体験型料理を、自宅で楽しむ商品と提供の開発 大八木　勇毅

近畿 兵庫県 R2281U00037 株式会社ショウワ 8140001053447 通常枠 大手ハンバーガーチェーン向けトレー洗浄機の開発・量産化事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00040 株式会社ホームドライ 9140001015396 通常枠
中核的フランチャイズ加盟店としての飲食店（ラーメン店）への新分野展

開
株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 R2281U00042 株式会社ニツピ機械 4140001076402 通常枠 デジタル型自動スライス設備開発により半導体向け新分野展開を目指す 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00045 有限会社柏木鉄工 7120002023716 通常枠 フレーム製作の大幅な合理化による新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 R2281U00046 株式会社タナカ企画 2140001035129 通常枠 カステラ販売に特化した単品スイーツ専門店戦略 税理士法人いちはら会計

近畿 兵庫県 R2281U00049 ｌｅ－ｎｏｎ　ｈａｉｒ 通常枠 風光明媚な古民家リゾートサロン事業による癒し空間の提供 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 R2281U00051 株式会社和義工業 3140001064341 通常枠 立型マシニングセンタで新分野であるＰＣＲ検査部品等への展開 堀田　幸男

近畿 兵庫県 R2281U00065 株式会社アソカ産業 8140001091546 通常枠 新素材「二相ステンレス」の難加工で新たな市場に挑戦する収益強化事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00066 株式会社マエダマーキン 3140001101219 通常枠
新たな医療機器開発プロジェクト等への参画機会を活かし新たな加工機を

導入し差別化新製品開発に挑戦
ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00067 株式会社國府 8140001032327 通常枠 飲食店改装によるデリバリー・テイクアウト専門店への業態転換 岡本　友海

近畿 兵庫県 R2281U00068 株式会社兼廣 1140001034726 通常枠
建機部品製造における塗装工程新設による製造方法変更と新規取引先向け

新製品供給
株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 R2281U00072 有限会社神田縫工 9140002061605 通常枠 ＡＩ技術を用いたセキュアな最新式太陽光発電所メンテナンス事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00076 ゼロ精工株式会社 2140001053106 通常枠 高精度切削加工技術の活用による半導体製造装置部品等への業態転換計画 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 R2281U00078 株式会社ｖｅｌｆａｒｅ 5120001195847 通常枠 保育業界事業経験を生かした福祉用専門ＥＣモールの開発 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00079 株式会社小幡鉄工所 5140001119622 通常枠 脱炭素社会（水素社会）の実現に向けた水素ガスタービン開発への貢献 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00080 城崎米穀有限会社 9140002046201 通常枠 越知谷自然リゾート事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00085 Ｌ’ＩＳＯＬＥＴＴＡ合同会社 2140003013628 通常枠
地元キャリアウーマンをメインターゲットにした　ＷＩＴＨコロナ時代に

適した開放感のあるスタンドバーの営業
洲本商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00091 有限会社正井工務店 7140002061813 通常枠 こだわりの無垢一枚板を、オンラインで全国のお客様へ！ 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00093 株式会社兼崎鉄工所 2140001058344 通常枠 ５面加工門形マシニングセンタで大型ＦＰＤ用移送パネル部品への展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00094 エスワイホームサービス合同会社 1140003007820 通常枠 ２４時間対応のワークスペースの提供事業 大八木　勇毅

近畿 兵庫県 R2281U00097 株式会社月城商運 1140001050038 通常枠 クレーン付き倉庫新築および倉庫管理システム導入による業態転換 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 R2281U00105 株式会社大西製作所 5140001075361 通常枠 燃料電池ケースの試作開発と量産事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00108 有限会社ナナソックス 8140002069806 通常枠 靴下のフィット感をつくる技術を応用してニットシャツ分野に参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00110 株式会社プレックス 8140001098839 通常枠 太陽光発電事業から住宅建設事業への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 R2281U00112 株式会社精和工業所 8140001078502 通常枠 自社製品かつＢｔｏＣ市場への新規参入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 R2281U00116 株式会社アコオ機工 1140001040006 通常枠 ファイバーレーザーロボット溶接機導入による新分野への進出 松下　隆信

近畿 兵庫県 R2281U00118 株式会社バンキフ 1120001159426 通常枠 業界初！非接触での採型を可能にする新型ハンドスキャナー普及拡大計画 税理士法人佐藤会計事務所

近畿 兵庫県 R2281U00120 株式会社アスカクリエート 3140002039722 通常枠 脱プラ・エコロジー化を促進する紙パック商品の普及・促進計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00122 有限会社宝和製作所 8140002067405 通常枠 脱炭素社会に向けて！　炭素繊維マシナリ－用部品の製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00124 株式会社亀井堂総本店 9140001006949 通常枠 オンライン百貨店の企画・実行による、和菓子製造業の商社機能獲得 土岡　信祐

近畿 兵庫県 R2281U00125 近畿壁材工業株式会社 5140001085204 通常枠
地元淡路島観光資源を利用した島暮らし体験施設で「モノ」から「コト」

へ新たなサービスと市場拡大への新分野展開
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00126 株式会社Ｎｏｚ 2140001084101 通常枠 脱中国を目的とするメイドインジャパン子ども家具の製造と地域貢献 税理士法人ゆびすい

近畿 兵庫県 R2281U00128 株式会社大八万楼 7140001117368 通常枠 ３事業のシナジー効果により事業の発展を目指す 原島　健彰
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近畿 兵庫県 R2281U00132 株式会社今井鉄工所 5140001047732 通常枠 現地組立タンクの設計製作 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00135 株式会社高西商店 7140001049834 通常枠
地域ニーズを考慮したレンタルスペースの建設と地域のコミュニケーショ

ン促進及び防災拠点整備のための遊休地の活用
税理士法人広瀬

近畿 兵庫県 R2281U00139 ベースボールプロショップ　ＷＩＮ 通常枠 全天候型屋内練習場 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00140 セムコ株式会社 4140001004973 通常枠
クラウドを活用した液面計測業務改善に関わるシステム及びアプリの開

発・販売
田中　裕之

近畿 兵庫県 R2281U00141 株式会社今井製作所 7140001078065 通常枠 高性能小型モーター向け生産体制の構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 R2281U00147 丸中薬局 通常枠 新店舗建設・機器導入による新規事業（カウンセリング等）立上げ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00151 株式会社和斗工業 9140001086974 通常枠 先端設備導入及び工場設立による金属焼付塗装サービスの立ち上げ 古田康洋

近畿 兵庫県 R2281U00154 有限会社矢田貝鉄工所 5140002005350 通常枠
高精度加工技術の活用による医療用ロボット部品等の製造による新分野展

開
播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00156 森合精機株式会社 5140001011358 通常枠
成長分野のハイブリッド油圧システムに特化した自社ブランドバルブで事

業再構築
神戸信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00158 株式会社キヨウシン 5140001081418 通常枠
センサースイッチ製造で培った設計・加工技術を活用した摩擦・摩耗試験

機開発、製造への参入
尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00163 播磨環境管理センター株式会社 4140001044185 通常枠 大気汚染防止法改正に伴う一般的な住宅に対応したアスベスト除去業務 御堂筋税理士法人

近畿 兵庫県 R2281U00166 ｉＣＯＭ技研株式会社 9140001077172 通常枠 協働ロボットシステムのまるごとサブスクリプションサービス 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00167 株式会社ヨーダイ 4140001076518 通常枠 大型・高精度金型の製造体制の構築による成長分野での受注拡大 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00168 松原鉄工株式会社 3140001035499 通常枠 これから伸びる海洋分野で海底掘削に自社ブランド製品を供給する 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00169 工研建設株式会社 3140001026795 通常枠 特許工法を応用し建築工事業から、土木工事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00173 株式会社兵庫精密工業所 6140001014707 通常枠 非対面型システムインテグレート支援サービスの事業化 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00176 有限会社山崎工作所 3140002005360 通常枠
大型特殊金属材料の高精度切削による産業用機械・ロボット・エネルギー

機器への製品加工事業への展開
株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00178 富久錦株式会社 6140001077019 通常枠
酒造技術を活用した「生酛乳酸飲料」の新開発と兵庫の食材とレシピでつ

くる「おうちごはん」事業
株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00179 小田鉄工株式会社 7140001076102 通常枠
ＢｔｏＢからＢｔｏＣ事業への再構築に向けたトレーラーハウスの生産お

よび直販体制構築
株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 R2281U00180 フミオ工業株式会社 6140001056096 通常枠 ランドセルの製造・販売への挑戦 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00183 株式会社アスリートビズ 9140001080944 通常枠 ＡＩ・スマートデバイスと対面型が融合したスポーツジム事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00184 株式会社理創化研 1140001062306 通常枠 小ロットオーダー製品のＷＥＢ受注・効率生産体制の確立 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 R2281U00185 アイケー電機株式会社 4140001077912 通常枠 貨物及び客車列車の電動機整備事業を拡大し事業拡大を図る 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 R2281U00188 株式会社辻製作所 2140001076354 通常枠 偏肉金属インサート自動化による自動車脱エンジン分野への拡販 加西商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00196 ＡＬＴＥＲ　ＴＥＣＨ株式会社 6140001101331 通常枠 割出４軸マシニングセンタを用いた治具製造による事業の再構築 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 R2281U00197 Ｂｏｒａｇｅ　ＤＩＮＩＮＧ＆ＣＡＦＥ 通常枠 地域資源「播州地卵」を使ったお菓子製造販売業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00203 シモダフランジ株式会社 4140001039838 通常枠
優れた耐高温・耐食性を有する半導体製造装置用部品素材の生産販売体制

の構築事業
相生商工会議所
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近畿 兵庫県 R2281U00215 カルモ鋳工株式会社 2140001004629 通常枠
大量生産の自動車製造から、多品種少量生産の福祉関連部品製造へ新規参

入
上月　和彦

近畿 兵庫県 R2281U00218 株式会社クマダ 5140001057244 通常枠
顧客企業のプラント安定稼働を実現するメンテナンス用部材製造事業への

進出
株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 R2281U00221 戸﨑産業株式会社 9140001044123 通常枠
自動車スターターモーターへの防水コーキング塗布のロボット化による新

事業展開
但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00226 河野トラック株式会社 4140001058747 通常枠 超重量物の搬出からの一貫輸送実現に向けたクレーン事業への新規参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00228 株式会社山田鈑金 7140001113763 通常枠 ニッチ市場である大型特装車の製造工程参入における新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00230 株式会社小田垣商店 2140001041671 通常枠
体験型情報発信への新分野展開による丹波黒大豆・丹波大納言小豆の潜在

需要発掘事業
株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 R2281U00234 有限会社三和ボディーショップ 8140002004589 通常枠 手洗い洗車など成長分野への進出とシナジー効果による鈑金塗装の増益 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00242 株式会社広野鉃工所 9140001061234 通常枠
ものづくり特化型シェアリングスペース構築による３Ｄデジタルものづく

りの実現
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00243 株式会社バサラダイニング 9140001065367 通常枠 飲食店が独自開発商品をオンライン販売、非対面販売へ変革する計画 奥田　謙一

近畿 兵庫県 R2281U00244 株式会社トラスト 9120901002652 通常枠 業界の抱える産業廃棄物処理問題の低減に挑む新分野展開計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 兵庫県 R2281U00245 株式会社工デザイン 1140001059954 通常枠 中古住宅リノベーションで豊かな「おうち生活」を実現！ 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

近畿 兵庫県 R2281U00248 有限会社加藤兵吉商店 7140002069369 通常枠 親子で遊ぶ自然体験と癒しのプラン提供による連泊システムの導入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00250 ＫＩＴＡＹＡ合同会社 4140003013931 通常枠 フォロワー１万人のカフェオーナーが提供する１組限定宿泊企画プラン 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00256 株式会社ジーティービー 8140001024092 通常枠 新製品のマテリアル制作・校正管理クラウドサービス 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 R2281U00257 株式会社テクマ 2140001041787 通常枠 「こまめに手洗い」スマートライフと産業を再構築する事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 R2281U00261 株式会社セイコウシャ 2140001110047 通常枠
金属加工高度化による多角化戦略として医療機器及び産業用ロボット業界

へ挑戦
株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 R2281U00266 廣田縫工株式会社 8140001075838 通常枠 新たな縫製設備導入による成長市場であるアウトドア市場への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00269 株式会社今田オート 9140001118380 通常枠
オフィスレンタカー事業、及び安心して購入できる中古車ＥＣ事業の立ち

上げ
日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00271 有限会社石平鉄工所 7140002039925 通常枠 当社の高度技術を生かした、新トレーニングマシン開発事業への参入 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 R2281U00272 有限会社Ｔ＆Ｊ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995 通常枠 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた衛生防災対策品の製造販売事業 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 R2281U00275 株式会社ＥＮＤＯ 4140001096383 通常枠 キャンピングカー製造によるトータルライフサービス企業への転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00276 株式会社リブレ 4140001085840 通常枠 地域資源を活用し貸別荘と車を融合させたカーケーションサービスの提供 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00277 株式会社プントワークス 7140001089335 通常枠
地元素材を用いたマルシェ風コロッケ専門店「ｃｒｏｃｃｈｅ＇（クロッ

ケ）」立ち上げ
株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 R2281U00278 株式会社ネクスト工芸 9140001065805 通常枠 低価格・短納期な店舗内装のユニット開発と施工業者のＦＣ化事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00284 ストーク株式会社 4140001056833 通常枠 新冷凍技術を使った商品開発・製造・ＥＣ販売による事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00286 株式会社田代鉄工所 7140001035116 通常枠 三次元造形技術を用いた航空宇宙・特殊部品製作分野への事業拡大 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 R2281U00289 株式会社ライフ西村屋 9140001056218 通常枠 新たな収益の柱となる短編小説に絞った温泉地のブックカフェを開業 但馬信用金庫
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近畿 兵庫県 R2281U00296 早川商事株式会社 3140001016680 通常枠 化学系素材のタイヤ用途開発向け評価・コンサルティングサービスの開始 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00297 美岡工業株式会社 6140001056674 通常枠
建設機械及び自動車関連で培った切削加工技術を応用したロボットコア部

品（駆動部品及び構造部品）への参入
但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00299 久米石油株式会社 6140001085582 通常枠 船舶給油インフラ整備事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 R2281U00304 有限会社エクセルプラン 5140002020201 通常枠 温度センサ技術とＡＩを活用した水耕栽培制御システムの開発 山本　文則

近畿 兵庫県 R2281U00307 株式会社三和製作所 8140001085077 通常枠 電動車用モーターコア等の素材試作分野への展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00311 株式会社Ｆ　ＬＩＮＥ 6140001077340 通常枠 自動車整備環境の構築による内製化の実現と、新事業による売上の確保 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00318 株式会社シカタ 8140001043943 通常枠
航空機部品製造から建設産業機械用部品製造への新規進出による事業再構

築
東京中央経営株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00319 株式会社アユズ 6140001088057 通常枠 医療機関と連携した地域一番の『かかりつけ薬局』をつくる 福井寛之

近畿 兵庫県 R2281U00322 株式会社神戸Ｈ．Ｄ 9140001046012 通常枠 鍼灸整骨分野の知識が融合した新たなトレーニングジム事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 R2281U00323 播磨観光開発株式会社 3140001075058 通常枠 地域再生計画に融合させたツーリズムへの業態変換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00326 株式会社わさび 1140001091627 通常枠 コロナ禍における農業分野での農家レストラン展開による現状打破 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00328 株式会社キタコウ 9140001038991 通常枠 Ｈグレード指定大型鉄骨の生産体制確立による事業再構築 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 R2281U00329 株式会社栄興 9140001076950 通常枠 籾殻くん炭の自社製造化 小野商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00332 株式会社トーホー 4140001069546 通常枠 営業エリアの拡大及びがけ地・極小地の法面施工への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00333 株式会社ＮＡＫＡＴＡ 1140001064979 通常枠 産業廃棄物処理からトラックデザイン施工への大胆な事業再構築計画 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 R2281U00340 株式会社野田昌工作所 2140001050648 通常枠 高精度が要求される新市場分野（高付加価値製品）への進出 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00343 白星社クリーニング株式会社 2140001026458 通常枠
コロナ影響下及びポストコロナ環境下における非接触型社会への適応実現

に向けた事業再構築
株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 R2281U00346 株式会社千石工作所 3140001076031 通常枠 多品種・小ロットの銅・真鍮製品の試作開発における低コスト化事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 R2281U00352 伊丹電機工業株式会社 6140001078009 通常枠 売上減の自動車内装部品から外装に転出、建設機材、住宅等に新展開 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 R2281U00355 有限会社新幸産業 6140002008633 通常枠 デリット加工、シームレス加工構築による革鞄業界への参入事業 蘆田　裕三

近畿 兵庫県 R2281U00362 まねき食品株式会社 4140001061676 通常枠 巣ごもり需要に備えた冷凍総菜製造事業への転換 税理士法人増田会計事務所

近畿 兵庫県 R2281U00363 株式会社ＯＭＯＲＩ 5140001058135 通常枠 コンクリート用型枠製造から産廃回収・バイオマス燃料加工への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 R2281U00366 株式会社アインカーサポート 9140001111162 通常枠 ニーズが高まる舟艇・小型船舶へのオーダーメイド架装体制への構築計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00369 株式会社アバンサール 3140001087268 通常枠
小学生、子育て世代、元気高齢者を対象とした学童保育を兼ねた空間を提

供
御堂筋税理士法人

近畿 兵庫県 R2281U00371 有限会社淡路 5140002069668 通常枠 ポリ袋製造企業の社会的責任としてのプラスチックリサイクル事業 マイティ・エーアイ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281U00378 合同会社村雅ＢＡＳＥ 3140003013874 通常枠 リアルとオンラインに対応した自転車とウェイトトレーニングジム 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 R2281U00380 有限会社ユーロエム 8140002019042 通常枠 調剤薬局への業種転換による医療・福祉連携モデル構築と地域貢献 大阪シティ信用金庫
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近畿 兵庫県 R2281U00383 株式会社吉兆 7140001030736 通常枠 地元に役立つ、地域連携型ホテル「西明石だんらんホテル」の経営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00389 株式会社ビーカム 8140001073643 通常枠 地域住民の憩いの場となる大型珈琲店事業の確立による事業継続性の向上 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00393 株式会社ローブ・ニシジマ 6140001025844 通常枠
新型コロナによる需要減少に対し「強み」を活かして新分野に挑戦する取

り組み
堀本　修一

近畿 兵庫県 R2281U00397 翔聖株式会社 5140001101786 通常枠
外国人労働者のための有料職業紹介およびそれに関する登録支援機関事業

への拡大
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00404 株式会社ヒューネック 5140001080840 通常枠 ２４時間いつでも通える非接触インドアゴルフ練習場 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 R2281U00405 株式会社かいげつ 8140001086100 通常枠
温泉旅館ブランドを活用した加工食品（通信販売・お土産商品）の加工・

販売事業構築
淡陽信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00407 蓬萊精工株式会社 8140001005332 通常枠 環境への効果も見込む大型圧縮脱水処理機の開発製造による事業再構築 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00408 有限会社鮮魚てらかわ 3140002046215 通常枠 産地かに問屋が提供するかに料理の開発、及び宿泊サービスの提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00411 株式会社ｃｏｂａ 6140001074536 通常枠 「新しいソバのカタチ」本格手打ちそばを導入したランチ層獲得への挑戦 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00412 株式会社いっぽ一歩堂 8120001138035 通常枠 お遍路の寺院と提携し行う「お焚き上げ（巡拝用品奉納含む）」サービス 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00416 神戸肉推進機構株式会社 6140001101570 通常枠 非接触オーダーや店内空気循環の徹底による安心環境での焼肉店事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 R2281U00417 ヴァーミリオン 通常枠 姫路から世界に羽ばたくクラフトビールの製造販売と醸造所の立上げ。 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00419 株式会社ＯＫＵＴＥＣ 6140001107832 通常枠 ファインバブル生成技術を応用した家庭用乳化デバイスの開発 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00424 ＫＭ有限会社 2140002012564 通常枠 神戸カルモマリーナでのキャンピングカー＆ボート事業の展開 瓶内　栄作

近畿 兵庫県 R2281U00436 株式会社タカアキ 4140001056965 通常枠 プライベートブランドランドセルの開発とファクトリーショップの出店 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00437 株式会社五観 6140001090830 通常枠 無化調ラーメン一筋から焼肉・牛丼・カレー進出で神戸に元気を！ 白川　淳一

近畿 兵庫県 R2281U00441 植山織物株式会社 1140001075316 通常枠 ＥＣサイト向けワンストップ物流サービス「ＵＦＣ」の提供 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00445 高岡食品工業株式会社 6140001049802 通常枠 生産プロセスの革新によるチョコ菓子高度化に向けた大胆な業態転換 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 R2281U00447 株式会社アイナス 4140001084586 通常枠 厨房設備の小売業から多品種小ロット缶詰加工場への新分野展開 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00453 株式会社三洋工事 6140001039621 通常枠 金属加工高度化による多角化戦略として産業用ロボット業界へ挑戦 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00457 プラスワンケアサポート株式会社 7140001079633 通常枠 地域飲食店、中食ニーズに対応する冷凍惣菜の製造、販売事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00458 株式会社ハシモト 5140001056527 通常枠 ＤＥＮ（住宅における書斎や趣味の部屋）向け高級革製品市場への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00460 株式会社メカ・トロン 1140001107366 通常枠 発電所の機器据付業から機器保管及び検査サービス業へ進出 大阪シティ信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00463 株式会社関西テクノス 6140001108178 通常枠 グリーン電力向けの木質チップ製造事業等による建設業からの事業再構築 河野　剛寛

近畿 兵庫県 R2281U00465 炭火焼肉新日本 通常枠 居酒屋事業撤退とゴーストレストラン機能をもつ焼肉店の出店計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00480 北條製＿株式会社 2140001061505 通常枠 米麹発酵エキスと砂糖不使用発酵あんこの開発、販売事業 税理士法人増田会計事務所

近畿 兵庫県 R2281U00486 株式会社村林商会 7140001044281 通常枠 チタンアルミナイド等の特殊素材を加工する先端技術市場への進出 株式会社エフアンドエム
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近畿 兵庫県 R2281U00488 株式会社信永製作所 9140001079367 通常枠
新分野展開のための省力化、省人化を達成するタレットパンチプレス導入

事業
松下　隆信

近畿 兵庫県 R2281U00493 株式会社樽正本店 3140001033940 通常枠
「国家農業戦略特区養父市での産官学共同による中世ヨーロッパに遡る技

術に裏付けられた果物の宝石と言われるミックスリアルジェ
株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281U00494 株式会社ゆめみらい 7140001095309 通常枠 独自開発した保存技術を活用した生栗の加工品製造事業の構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00495 ＰＲａｓｓｅｔ合同会社 1140003011574 通常枠 自社ブランドの海外生産を自社工場生産に転換、国産服を製造する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00499 小池鉄工所 通常枠 最新ＮＣ旋盤と協働ロボット導入による洋上風力発電部品加工の構築 税理士法人タックスブレイン

近畿 兵庫県 R2281U00502 株式会社ｌｉｎｋｗｏｒｋｓ 4140001027553 通常枠 総合フィットネス事業の強みを活かした２つのチャレンジ 市川　欽一

近畿 兵庫県 R2281U00506 株式会社角田製作所 8140001115313 通常枠 高性能ＣＮＣ機械導入による原発部品の新規製造 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 R2281U00508 株式会社淡路屋 3140001006021 通常枠 老舗駅弁屋のスーパー向け冷凍弁当・柿の葉寿しの新規製造・参入 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 R2281U00513 瀧川工業株式会社 6140001043144 通常枠
加古川から脱炭素社会へ向けて！高効率コンプレッサー用ローターシャフ

トの製造
ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 R2281U00515 淡路麺業株式会社 5140001085030 通常枠 今までになかった無添加常温生パスタで、一般消費者市場を開拓 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00521 株式会社笠谷スプリング工場 7140001046781 通常枠
レーザー加工機、半自動溶接機を活用した次世代農業機械部品の製造によ

る新分野（スマート農業・脱炭素）進出
但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00525 株式会社井筒屋 7140001056541 通常枠
地域と共生へのはじまり。「共存・共栄」の精神で都市と地域を往来する

ワ－ケ－ション
但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00531 株式会社喜作 3140001041019 通常枠
日本料理店から和の焼肉店への事業転換を通じた思い切った事業再構築の

実現
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00532 竹内電機株式会社 2140001049797 通常枠 高周波焼入用インバータ式局所加熱装置の開発販売 税理士法人長沼税務会計事務所

近畿 兵庫県 R2281U00558 株式会社井上工具製作所 2140001036168 通常枠 素材変更による製品変革をおこなう為の表面処理設備、新工場の導入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00560 株式会社ジェントル・ライフ 6140001090500 通常枠 インクルージョン志向のユニバーサルデザイン型自然体験宿泊事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00561 株式会社サザエ食品 5140001068877 通常枠 「高栄養あんこ」スイーツサプリの商品化で健康食品分野に参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00569 株式会社朝日屋 2140001040343 通常枠 リネンサプライ業から入院患者向け入院セットの配送サービス事業の開始 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00570 株式会社浮田幸栄堂 6140001055817 通常枠
１００年続く「紙」の卸売店が運営する、セルフ出力センター及びサテラ

イトオフィスの開設
豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00575 中央自動車工業株式会社 2140001060052 通常枠
ＥＶに特化したリモート顧客対応で業態転換しモビリティサービスの再構

築を図る
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00576 株式会社大林建設 8140001111469 通常枠 管工事から土木工事への事業転換による事業再構築の取組み 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 R2281U00585 デザインミュージックシステム株式会社 1140001065597 通常枠 生涯学習と健康寿命を維持する「楽しいＴＶコーラス」教材販売 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281U00593 有限会社中川工業所 7140002038233 通常枠 精度０．００１㎜の金属加工技術による農業機械部品製造 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00595 株式会社ＫＥｉＫＡコーポレーション 4140001025706 通常枠 靴メーカーが考えたダンボールベッドの製造効率化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00598 Ｍａｉｓｏｎ　Ｄｅｆ 通常枠 １００年後の産地をつくる、［ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ］プロジェクト 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00602 株式会社協和 3140001111622 通常枠 ビジネスホテルによる受験サポート長期宿泊サービスの展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00607 有限会社そば庄 5140002046510 通常枠 玄人向けそば塾及びめん製造業取得への新展開事業 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 R2281U00618 株式会社オートケイズ 3140001074910 通常枠
デザイン部門新設による、自動車品質を備えた水性塗料による楽器塗装の

実現
兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00624 株式会社グリーン興産 9140001040295 通常枠
林地残材を利用した安定供給が可能な木質バイオマス発電用燃料チップの

製造事業
大谷　充廣

近畿 兵庫県 R2281U00626 株式会社ワールド・ワン 9140001022640 通常枠 「神戸洋食デリカテッセン」 御堂筋税理士法人

近畿 兵庫県 R2281U00629 株式会社ウノフク 8140001055815 通常枠
地域産業品の卸売業からギフト市場向け小売業へのＯＭＯ戦略での新分野

展開
但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00649 株式会社グローイングコンセプション 7140001028961 通常枠
精肉知識ゼロの飲食店でもロスなく使える「飲食店向けＥＣ専用卸売事

業」
兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 R2281U00657 株式会社ＮＴＦコーポレーション 6140001046683 通常枠
既存カフェを活用したグランピング施設と体験型観光農園で食のテーマ

パーク
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281U00665 プラクシス有限会社 1140002053502 通常枠 パイプ加工による製造業とキャンプ業とのパイプ役のモデル化事業 株式会社広島銀行

近畿 兵庫県 R2281U00667 有限会社井上鉄工所 6140002061558 通常枠 産学連携による『次世代木造建築構造物』開発事業への新規参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00668 タワーコーヒー 通常枠
地元特産の果物を使用したコンフィチュールの製造・販売による新分野へ

の進出
洲本商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00671 株式会社マイコンシェルジュ 9140001102129 通常枠
日本の食とジャパニーズウイスキーをテーマとした会員制オンラインサロ

ンの構築
株式会社中央ビジネスグループ

近畿 兵庫県 R2281U00674 有限会社ノムラ 1140002069853 通常枠 未使用不動産の活用による完全非対面型、地域密着型の貸別荘事業化 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281U00676 株式会社有馬リネンサプライ 9140001014794 通常枠 羽織等のクリーニングにより有馬温泉全体で安心を訴求する業界初の挑戦 吉川　祐介

近畿 兵庫県 R2281U00680 めぐみ訪問リハビリマッサージ 通常枠 業界初！栄養満点お弁当移動販売事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00689 株式会社ロイヤルパーク 2140001028371 通常枠 冷凍保存したフレンチ惣菜の製造販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00691 ヨガスタジオ３８ 通常枠
コロナ禍における非対面式セルフエステサロンへの進出による売り上げの

回復
洲本商工会議所

近畿 兵庫県 R2281U00694 株式会社御所坊 5140001014996 通常枠 おもてなしから、ＱＯＬ　心のバリアフリーを提供する　終の宿の創造 二川　真人

近畿 兵庫県 R2281U00696 株式会社ＫＡＤＯ 8140001040288 通常枠
食品業界向け！ＣＦＲＰ加工技術を活かし立体全方位の表面外観及び形状

の高速検査
但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00700 白石食品株式会社 5140001016274 通常枠 神戸ビーフ等の西日本ブランド牛の新販売チャネル構築計画 吉川　祐介

近畿 兵庫県 R2281U00702 株式会社ナカノテック 1140001050418 通常枠 ファイバーレーザーによる半導体製造装置部品加工への新分野展開 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 R2281U00712 株式会社エリアドライブ 5140001096473 通常枠 空間利用の新展開「フリーランスを救うエリアドライブ流フロア活用」 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 R2281U00713 株式会社スペランツァ 3140001053022 通常枠 人気のザンギを全国へ！飲食店が挑む名物商品のＥＣ販売展開 加藤一男

近畿 兵庫県 R2281U00714 株式会社ファーストサービス 3140001074010 通常枠 建物維持管理事業における作業効率化可視化システム販売プロジェクト 上月　和彦

近畿 兵庫県 R2281U00719 株式会社銀波荘 8140001086430 通常枠
「食」と「泊」から始める地域課題解決への取組み　～ウィズコロナ時代

を牽引する宿泊業へ～
税理士法人山下会計事務所

近畿 兵庫県 R2281U00737 国田運送有限会社 8140002062315 通常枠 単品管理デジタルピッキングシステムを活用した在庫管理業務の受託 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 R2281U00738 株式会社きしろ 6140001034762 通常枠 船舶用大型機械加工部品の一貫生産体制構築による業態転換事業 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 R2281U00744 有限会社浜田鉃工所 6140002011967 通常枠
全数検査とＣＡＤデータの統合による徹底した品質管理体制を構築し水素

プラント及び運搬船用の部品製造事業に参入する
株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 R2281U00746 株式会社ホーム・ハンズ・マツモト 5140001018790 通常枠 引越時に出る不要品を必要な人にリユースする、総合リユース業の開始 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社
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近畿 兵庫県 R2281U00749 有限会社進栄創業製作所 6140002030587 通常枠 収益性向上と競争優位の確立のための防火ダクト等の製作への参入 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 R2281U00753 有限会社武井製作所 1140002070084 通常枠 オーダーメイド対応による食品関連機械部品の精密加工への新分野展開 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 兵庫県 R2281U00759 ワタキ自動車株式会社 5140001056163 通常枠 Ｃａｆｅ＆ＢＢＱプロジェクト 西村　和彦

近畿 奈良県 R2291U00007 木谷ワイン 通常枠 奈良県初のワイナリー事業。ワイン販売業から製造業へ転換。 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00011 株式会社佐々木製作所 1150001015485 通常枠 生体用金属市場に向けた新たな工具開発による新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00013 ＧＯＯＤ　ＩＤＥＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 4011001114189 通常枠 「韓国Ｎｏ１　唐揚げ専門　ＮＥＮＥチキンの日本市場拡大事業」 稲田英一郎

近畿 奈良県 R2291U00014 日本計測システム株式会社 5150001009475 通常枠 普及型・介護食判定試験機を新規開発 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 R2291U00017 クツワ工業株式会社 1150001004819 通常枠 驚きの安定感！タブレット端末スタンド付き箱型収納ツールの開発販売 水上　和之

近畿 奈良県 R2291U00019 有限会社ビショップデザインファクトリー 5150002010044 通常枠 地域と共生する都市型シェア工房の建設と開業 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00026 株式会社関西発條製作所 1150001004777 通常枠 軽自動車のＨＶ化へ資するデジタル技術を駆使した新たな製造方法の確立 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00027 水野鉄工株式会社 3150001013990 通常枠
鉄骨柱大組立溶接ロボット導入による水素ガス製造プラントへの新分野展

開
大和信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00029 株式会社北岡本店 1150001016054 通常枠
『業界初』死滅後も効果のある特許乳酸菌を使った健康志向飲料の開発と

製造販売
水上　和之

近畿 奈良県 R2291U00033 モード・ユーニット工房株式会社 8150001018168 通常枠
新分野医療市場で着圧靴下製造技術を活用した手術用ＭＥＰ弾性ストッキ

ングの試作品開発
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291U00034 株式会社ネクスプライム 8150001011973 通常枠 配送拠点構築と工場の生産性向上による他府県への宅配サービスの提供 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 奈良県 R2291U00037 株式会社エムワイピー 6150001000350 通常枠 居酒屋経営から大きく転換！店舗賃貸業と無人販売事業へ挑戦！ 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00038 イモト精機株式会社 8150001000167 通常枠 真空ポンプ部品新規製造による半導体周辺市場への新規展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 奈良県 R2291U00043 阪口銘木店 通常枠 新分野に挑戦！レーザー加工機で新製品の開発とネット販売へ。 片山　満則

近畿 奈良県 R2291U00045 株式会社タカトリ 2150001010683 通常枠 次世代パワー半導体市場向け切断加工ソリューションの開発 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00052 株式会社岸本製作所 5150001012644 通常枠 自動運転の高レベル化に伴う高度異形状リアエアバッグ部品の受注 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 R2291U00053 奈良精工株式会社 6150001009441 通常枠 チタン材料を用いた軽量な理美容ハサミの生産体制構築 株式会社アシスト

近畿 奈良県 R2291U00055 株式会社きた山中谷堂 2150001016152 通常枠 奈良を元気に！高速餅つき中谷堂のかき餅＋ＤＸで新たな感動創出。 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00058 株式会社崎山組 7150001010522 通常枠 土地活用に繫がる地域密着型グループホーム事業の導入 株式会社りそな銀行

近畿 奈良県 R2291U00066 株式会社ベネフル 8150001007542 通常枠 自動車ステーションの構築による、ＥＶ車向けサポートへの新分野展開 株式会社シャイン総研

近畿 奈良県 R2291U00068 牧村プラスチック工業株式会社 2150001013447 通常枠 高性能なバイオペレット製造で世の中のプラスチックを変える事業 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 R2291U00071 ＡＺフードサービス有限会社 5150002009714 通常枠 新しい生活様式に対応した非接触型新店舗による事業再構築 大和信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00072 有限会社岩谷容器 1150002006764 通常枠 アルコール消毒可能な高級木目調紙箱の小ロット製造・販売 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291U00074 山口建材株式会社 4150001013593 通常枠
リサイクル製造体制の構築によるホームセンター向け再生ブロック事業へ

の進出
公益財団法人奈良県地域産業振興センター
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近畿 奈良県 R2291U00075 いかるが車輌 通常枠 高濃度ガラスプロテクターを用いた大型車輌フロントガラス強化加工事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00077 株式会社大和中華 2150001018033 通常枠 モリノテラス～能勢の森林活用による三密のない場と体験の提供～ 税理士法人あおば

近畿 奈良県 R2291U00080 つなぐる株式会社 8150001018341 通常枠 脱受託！！ビッグデータを活用したクラウドサービス提供者へ 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00091 株式会社三輪山勝製麺 9150001010116 通常枠 独創的な手延べ麺の新商品開発と新たな店舗（飲食・直売所）開設事業 株式会社第三銀行

近畿 奈良県 R2291U00092 株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＳＥＴＴＡ　ＳＡＮＧＯ 3150001020079 通常枠 こだわりのパン・スイーツ・コーヒーのテイクアウト店舗への転換 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00094 株式会社イカルガ 9150001006907 通常枠 事業モデル転換による収益改善計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00095 株式会社フクモト 9150001009802 通常枠
プラスチック容器とパウチの両製品生産体制構築による新分野展開への取

組み
株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00097 株式会社ソシアル 1150001013902 通常枠
トータルコーディネイトブランド「ＢＩＢＬＩＯＴＥＣＡ＋」を通じたＣ

２Ｍ領域への展開
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291U00099 斑鳩産業株式会社 7150001006891 通常枠 法隆寺へ徒歩５分のＣＡＦＥを観光客で賑わうワクワク空間へ！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00104 ＡＳＳＯＣＩＥ株式会社 6150001019878 通常枠 ＷＡＳＨ＆ＦＯＬＤ 税理士法人あおば

近畿 奈良県 R2291U00108 油長酒造株式会社 6150001014012 通常枠 酒蔵のある歴史ある町並みに賑わいを誘致する古民家レストランの設立 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 R2291U00114 株式会社コスメプロ 6150001016074 通常枠 化粧品とコラボ！身体を内面から改善する“美と健康”の新食品開発事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00116 阪口工業株式会社 5150001014541 通常枠 協力会社との協業体制による新製品開発グループでの新事業化 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00121 株式会社魚元わかさ旅館 1150001000280 通常枠 チェックアウト～インの非稼働時間を活かす新設レストラン等の開業 水上　和之

近畿 奈良県 R2291U00124 株式会社カメタニ 1150001006443 通常枠 ドリンク原料メーカーからグローバル抹茶メーカーへの業態転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00126 株式会社ワールド・ヘリテイジ 6150001004450 通常枠 老舗ビジネスホテルが生まれ変わる！クリエイティブホテル事業 株式会社みずほ銀行

近畿 奈良県 R2291U00129 有限会社日東工作所 5150002004236 通常枠 治具開発専用ライン構築によって成長する半導体市場への参入を実現 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291U00130 株式会社クレーる 3150001017133 通常枠 広告会社の集客ノウハウを生かしたレンタルスペース事業の開始 山本　文則

近畿 奈良県 R2291U00135 谷一木材株式会社 7150001009399 通常枠 非住宅市場向けの大断面集成材の製造 大和信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00137 株式会社スペースドットラボ 8150001008136 通常枠 奈良町の旧銀行に新しい働き方を作るコワーキングスペースを開業 森　昭彦

近畿 奈良県 R2291U00138 あす花園芸 通常枠
いちごスイーツ製造販売及び次世代いちご品種の低炭素ＩｏＴ管理栽培の

事業計画
奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00144 ＡＳＵＫＡ株式会社 8150001022327 通常枠 スクール水着製造で培ったノウハウを活かした新分野展開事業 東京中小企業投資育成株式会社

近畿 奈良県 R2291U00146 今西酒造株式会社 2150001009214 通常枠 「木桶泡酒」の開発。富裕層の家飲み市場を開拓する事業再構築計画。 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291U00156 南都食糧株式会社 8150001015875 通常枠
コロナで変化した消費者嗜好に対応する、新たなノングルテン米粉の製造

事業
金田　紘典

近畿 奈良県 R2291U00162 株式会社プレミアムダイニング 5150001007009 通常枠 ～モノからコトへ～ハイブリッド型旅館への転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291U00163 株式会社ルビー 4150001011085 通常枠
地域物産品の物流を中心として行う、マテリアルハンドリング設備を導入

した物流サービス倉庫業
奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291U00168 大和屋 通常枠 旅館業から新分野「キャンプ場」進出！新しい顧客層の獲得事業 奈良県商工会連合会
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近畿 奈良県 R2291U00171 更谷萬業株式会社 9150001015668 通常枠 中山間地域の課題解決を図る生活必需品・地域物産販売事業等の実施 久保　正義

近畿 和歌山県 R2301U00007 北辰精工株式会社 2120101006329 通常枠 高精度を要する乗用車の自動運転用新規部品製造による事業再構築 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 R2301U00012 株式会社旭洋冷蔵 1170001008421 通常枠
ポストコロナを見据えた、ネット販売等による個人消費者向け「有機農産

物」販売事業へのチャレンジ
株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00016 有限会社立野商店 2170002002380 通常枠 「圧倒的な果実感」にこだわった青果仲卸店直営のスイーツ専門店 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00020 カネマサ莫大小株式会社 2170001000674 通常枠 丸編みニット生地から自社ブランドアパレル製造販売への事業転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 R2301U00022 株式会社オージャス 5170001009878 通常枠 世界で唯一宿泊客同士の＜接触ゼロ＞が叶う絶景温泉旅館 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00024 株式会社秋津野 6170001009654 通常枠 ワーケーション用のシェアオフィスの提供で新しい働き方改革の提案 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00026 剤盛堂薬品株式会社 2170001001276 通常枠 新商品による医薬部外品市場への進出プロジェクト 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 R2301U00030 板美商店 通常枠 ４軸モルダーを活用した新製品の開発と木材加工の新規受注 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 R2301U00032 紀の司酒造株式会社 9170001005477 通常枠 精米事業新規参入における日本酒生産体制の強化 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00035 株式会社伸栄木材 2170001009798 通常枠
製材工場が中核となり高付加価値な国産建築材を供給する革新的ビジネス

モデル
細田　宏

近畿 和歌山県 R2301U00039 株式会社和歌山トムソン 4170001003808 通常枠
「新工場建設と電動式移動パレットラックを導入して、アッセンブリ事業

へ業種転換する取組」
株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 R2301U00040 アクロナイネン株式会社 7170001003813 通常枠
５３０ｔダイカストマシン活用による新規業界・新規顧客・新規製品の受

注
株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00042 エイム株式会社 6170001014010 通常枠 調理委託、一社依存から脱却しリテールベーカリーでの自立への取組み きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301U00043 原田織物株式会社 1170001011053 通常枠
家庭用品繊維雑貨メーカーが工業用高機能フィルター業界への新規参入計

画
株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00048 竹田工建株式会社 5170001004318 通常枠 次世代足場に特化したＢｔｏＢ－ＥＣレンタルマッチングシステムの構築 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 R2301U00050 喫茶らん 通常枠 事業継承を見据え喫茶店事業をコーヒー豆オンラインショップ事業に転換 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00056 福助堂 通常枠
観光客の減少による客層の変化をとらえた新たにジェラートを提供するカ

フェの展開
経営創研株式会社

近畿 和歌山県 R2301U00057 株式会社たかがきサービスステーション 8170001007623 通常枠 障がい者でも自立できる！就労と見守り機能付き居住サービス事業！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00060 るーちぇ　一期一会 通常枠
美容分野での技術と資格を活用したワンストップのトータルビューティサ

ロン化戦略
きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301U00065 大日商事株式会社 1120001037029 通常枠 アットホームな宿泊所が地元密着で運営する飲食店の開業 橋本　賢宏

近畿 和歌山県 R2301U00068 株式会社わらいや 6170001008490 通常枠 和歌山城ホールにおける全品テイクアウト可能なデリバリーカフェの開設 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301U00071 株式会社大和化学工業所 2170001006630 通常枠 植毛機の機能を最大限に活用した業務用ブラシの開発とＥＣサイトの構築 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301U00072 日の丸観光バス株式会社 3170001011266 通常枠 ポストコロナを見据えた社内体制強化とインバウンド市場開拓 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00074 フロムファーム 通常枠
和歌山の新鮮な果物をふんだんに使用したクラフトアイスクリームの製

造・販売事業
株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00077 株式会社本宮おとなし 4170001015522 通常枠 アウトドアの先を行く。ワーケーション受入体制構築事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00081 株式会社井上 4170001010837 通常枠
コロナ禍での消費者動向変化に対応したスキンケア市場での事業再構築計

画
株式会社紀陽銀行
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近畿 和歌山県 R2301U00083 株式会社杉本組 9170001007812 通常枠 高齢者・介護者の生活と家族の安心・安全を守る 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 R2301U00084 株式会社ふみこ農園 5170001007411 通常枠
おいしい健康和歌山！行政と連携し、人々の健康維持に寄与する新製品開

発での新分野展開
株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00087 株式会社公世社花平 8170001010825 通常枠 オンライン葬儀と生産性向上を目指すＤＸ化での業態転換事業 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 R2301U00089 公園前中山歯科 通常枠 非接触・接触回避・リスク低減を実現する　歯科医院への大胆な変革 テントゥーワン税理士法人

近畿 和歌山県 R2301U00091 株式会社サンクリエーション 5170001010431 通常枠 ポストコロナ時代の新たな生活様式に対応する木製家具事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00094 株式会社Ｃ・ＢＡＳＥ 6170001016477 通常枠 和歌山県初となる酵素浴やサラダバー等を提供する複合施設の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301U00102 小西化学工業株式会社 5170001001141 通常枠 次世代半導体材料の開発 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00103 有限会社深見梅店 1170002009625 通常枠 オーガニック、ＶＥＧＡＮ対応の有機加工品の事業化 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 R2301U00106 川本化成株式会社 9170001000734 通常枠 炭素繊維強化プラスチック部材の組立加工への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301U00108 濱田紙販売株式会社 8170001008217 通常枠
製造能力の増強で弊社の成長を目指し、複数業者との地域連携で周辺地域

の紙製品製造一大拠点化
株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 R2301U00115 岩西産業株式会社 7170001000281 通常枠
【安心・安全・快適な空間】を実現した食事付き女子学生寮の建築及び運

営を実施
協同組合さいたま総合研究所

近畿 和歌山県 R2301U00121 大新メディカル合同会社 3170003000746 通常枠 家事代行サービス付きスマート住宅の賃貸業 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301U00123 有限会社若竹商事 6170002011543 通常枠 紀南の未来に寄与する「コワーキングスペース」の新設 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00126 株式会社エイガールズ 4170001000367 通常枠 繊維産地技術を束ねた新ブランド開発及びコミュニテ創出事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 R2301U00128 和楽 通常枠
コロナに打ち勝つ「えきちか街なかプチレジャー施設”グルスポわかや

ま”」の展開
公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 R2301U00130 株式会社貴望工業 3170001008361 通常枠 「ヒトの付加価値を高める」新事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 R2301U00132 株式会社ハート 6170001016106 通常枠 県内事業者向けインターネット通販開業への販路開拓支援サービス 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00133 一心農園 通常枠 「ブランド柿のピューレ」を企業へ提供することによる新市場開拓 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00134 松原農園 通常枠 地域の特性を活かした、農業テーマパーク 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301U00140 ニッティド株式会社 3170001005895 通常枠 地域と共に作り上げるウェルネス空間“トレーラーガーデン” 株式会社紀陽銀行


