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事業再構築補助金　第5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

エリア名 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 福井県 福井市 株式会社パルクリール 2210001009083 高齢化社会に対応する出張トリミングサービスで、人と犬の健康増進 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ワンダーフードサービス 2210001015032 高まる介護脱毛需要に特化し、コロナ渦でも安心して利用できる脱毛サロンの運営 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 鯖江市 株式会社清水工業所 5210001012951 眼鏡部品精密期加工技術を生かし、産業用の高精度微細加工へ新事業展開する。 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 株式会社ローズガーデン 6210001008932 地産食材を取り入れた婚礼メニューの冷凍・チルド商品の開発販売事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社英 5210001017744 国産羊肉で地元福井に食の新しい価値を提供するジンギスカン事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 株式会社ＩＯＲＩ 7210001018690 抹茶スイーツ専門店の展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社治鳳工業 8210002002908 鋼製ブラケット内製化で橋梁耐震補強に特化する事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 株式会社スタジオロット 1210001015784 結婚祝いとして贈る似顔絵ギフトのネット通販事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 ジュエラ株式会社 9210001014804 新規事業「パーソナルぬいぐるみ」の自社開発と独自販売による事業再構築計画 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 カネタツ数馬株式会社 3210001000735 レトルト加工システムを導入しての新商品開発販売事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 サン・ルック株式会社 5210001001491 刺繍レースを活かしたジェンダーレスファッションのＥＣ販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 坂井市 バードランド 酒粕入り冷凍ピッツアの商品化による“ご当地グルメ”開発事業 佐々木　孝美

近畿 福井県 坂井市 ＤＡＮＣＥＷＯＲＫＳ２９１ 次世代に向けての社交ダンスを中心とした総合サロンサービスの事業展開 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 健康ラボ「輝き」 福井の健康増進を支援する健康インストラクター養成スクール事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社わらび 9210001008756 アフターコロナ対応・テイクアウト専門「和スイーツ＆カフェ業態」開発と多店舗展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 インカムコンサルタント株式会社 9210001015521 福井男子を「美男子」に！メンズ専門の美容脱毛サロン事業に挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社三玄 8210001014615 当社の清掃のスキルとマインドを活かした特殊清掃サービスの新展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社松岡屋 8210001008856 着物人口を増やすための初心者限定サブスクオンラインサービスの新提供 福井商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 株式会社ザバッサ 8210001011356 急速冷凍で食材ロス削減！お店出来立ての味をネット通販で全国販売 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大飯郡高浜町 有限会社かつみソーイング 7210002014061 アパレル業界の衣類廃棄ロス問題の解決のため、多品種小ロット生産に対応したＦＡ型工場へと進化する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 真名川株式会社 2210001009918 「養生テープ」の基布材に使用する糸の加工事業への進出 越前信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社リプレッド 5210001015987 ３密回避！オンライン同人誌イベント会場の開発 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 有限会社上口モータース商会 4210002000964 クルマをもっと身近に！未来の整備士を福井市から輩出する『整備士体験の広場』計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 勝山市 株式会社ＧＯＲＡＫＵ 6210002010012 新業態ドライブスルー型ハンバーグ専門店による観光＆地元ニーズ獲得 越前信用金庫

近畿 福井県 あわら市 株式会社まいど自動車 7210001016075 中古自動車の整備事業とインターネット販売による新分野展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 寺本精工有限会社 9210002009068 当社の精密加工技術を活かし、精密金型製造分野への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

近畿 福井県 大野市 山井編織興業株式会社 6210001009947 極細糸の経編加工技術を活かした事業領域の拡大 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 冨士自動車株式会社 8210001013220 カーボンニュートラル時代に向けた、ＥＶ販売・整備ならびに災害時における非常用エネルギーの創出 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 鯖江市 鈴木眼鏡工業株式会社 9210001012989 有力めがね商社と連携したレンズ加工の新分野展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 株式会社ベスト工房 9210001009894 一貫生産体制構築によるシルクパウダー製造業への進出 大野商工会議所

近畿 福井県 坂井市 大喜株式会社 8210001007569 高品質・高耐久性の環境配慮型防草シート製造体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 光進企画調査株式会社 3210001001188 新技術導入で顧客を新規開拓し経営基盤を構築 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社プラスティックス 5210001003208 産業分散化に向けたスーパーエンプラ高精度・低コスト５軸切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社大志創建 8210001015786 ＤＸ活用による外構施工の見える化を実現した新分野展開 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 株式会社ビリオンフーズハヤシ 7210001008527 北陸地方に根差した飲食チェーンが、若狭牛をメインとした個室焼肉店を開業する 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社Ａ－ｔａｋｅ 4210001013595 祖業の金属切削加工技術を応用した新分野展開での事業再構築 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社高原紙店 7210001011729 独自のハイブリッド貼箱生産によるコロナ禍での売上Ｖ字回復 株式会社フラッグシップ経営

近畿 福井県 坂井市 株式会社ヤマキ 3210001004380 理想の３本柱へ。唯一無二の製品製作での新分野展開。 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 敦賀市 株式会社やまちゃん 6210001017066 全国の子どもたちに届けたい体軸体操プロジェクト！ 稲葉　順一

近畿 福井県 鯖江市 株式会社ＤＭエンジニア 8210001016710 高精度加工内製化による次世代コネクタ製造装置へ挑戦 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 有限会社西陣 2210002002665 ジェンダーレス等の多様な小規模ウェディングに対応する次世代婚礼事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社中村精機 4210002002606 ５軸マシニングセンタ、３Ｄプリンタ機械の精密加工部品事業への進出 越前信用金庫

近畿 福井県 小浜市 株式会社サン・バランス 3210001017969 宿泊業から建設業へ新分野展開し、３次元モデル設計とリノベーション事業の構築 税理士法人竹長会計

近畿 福井県 坂井市 未来栄株式会社 9210001015050 精密部品の卸売業から部品加工製造業への業種転換による新市場への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 小浜市 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 3210001014215 製造能力獲得・新ブランド確立・新販路開拓を目指す「ＣＯ２を減らす箸」事業 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社海道時計店 2210001000694 採掘しないサステナブルジュエリーの自社プロデュースと加工製造分野への進出 福井商工会議所

近畿 福井県 小浜市 若狭の手作りチーズ工房ラ・ヴェリタ 牛乳を知り尽くしたチーズ職人が作る、ホエイと地場野菜のジェラート店 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ネットシステム 3210001004843 介護事業の人手不足解消のための採用と教育と派遣、外国人受入れ 藤野　恵子

近畿 福井県 勝山市 株式会社マツイ印刷 7210001010169 地球環境にやさしい紙製クリアファイル事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 あわら市 有限会社温泉タクシー 7210002007552 地域資源を最大に活用し、セルフサービスでの喫茶・飲食事業を行う 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 農事組合法人楽農園 2210005008305 自社栽培野菜を活用した歴史風情の香る古民家料亭事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 マルミ青果株式会社 4210001004000 コールドチェーンによる高付加価値の野菜流通システムの開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社福井機工 1210001003640 環境に配慮した専用機でありながら汎用性のある産業用洗浄機製造 株式会社しのざき総研

近畿 福井県 坂井市 御料理半兵衛 和総菜に特化したカジュアル料亭及びテイクアウト・デリバリー業態への転換 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 有限会社オオハシ運輸 8210002011181 倉庫事業へに新分野展開による、経営基盤の拡大 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 中央サツシユ工業株式会社 3210001007367 ファイバーレーザー導入による工作機械部品、建機部品の製造を開始 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町東古市 共桐通商株式会社 3210001014495 大迫力！走る看板！運送トラックへの広告デザイン施工事業への新規展開 税理士法人あおば

近畿 福井県 福井市 西協物産株式会社 1210001001768 長時間稼働な除雪事業と環境に優しいリサイクル砂利の製造販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 大飯郡おおい町 ＬＩＤＧＥＨＡＵＳ株式会社 1210001014159 カフェ・エステ・レンタル家具の複合型店舗の新規オープン 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社ワールド建工 4210001009577 県内初　アスファルト塗装における基層及び表層のＩＣＴ施工を実現 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 大野市 株式会社安間鉄工所 3210001009941 地域物流にイノベーションを！新たな防災対応土木資材ＤＸ物流システムの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 オステリア　ダ　シルバーノ 拡大するテイクアウト市場を掴む本場イタリアンの再構築事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 イワシタ商事株式会社 5210001000246 今までにない施設接客サービス、あらたな温浴施設モデルの構築 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 株式会社平和ＩＴＣ 5210001003182 グランピング事業参入による収益構造改善でコロナ危機脱出を図る 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 日海水産株式会社 7210001002653 新分野である小売店向け冷凍加工食材の加工・製造に取り組み新たな商流の構築によって事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社真寿美衣裳 6210001011977 圧倒的クオリティで魅了させる「フォトウェディング専門スタジオビル」への挑戦 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970 うなぎ専業に特化した専門店及びセントラルキッチン整備による多店舗化体制構築 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 ぴんぽんぱん 生米丸ごと製法のヴィーガン米パンによる冷凍販売卸業への転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 北陸産業株式会社 6210001011960 電線ケーブルを回収し高付加価値の銅資源として再生する新分野展開事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 有限会社近藤造園 5210002007075 既存ノウハウを活用したコロナ禍ニーズ対応・県内最大グランピングオートキャンプ場の開設 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方郡美浜町 株式会社西方 4210001011070 立地を活かす融合的客層「ハイブリッドスタイルのカフェ」展開 福井県商工会連合会
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近畿 福井県 福井市 有限会社シヨーエー 3210002001757 トレーラー型移動店舗〜お店がまるごと来てくれたらいいな。〜 税理士法人あかつき経営会計

近畿 福井県 福井市 株式会社Ｅ．Ｒ．Ｃ．福井 5210001016911 強みである収集運搬事業を土台に、新たな中間処理事業を加えた複合サービス提供会社への転換 福井商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 エルテック株式会社 8210002012923 新設備導入による加工技術の向上と組織改編による新分野開拓事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 合同会社夢の旅行屋 1210003001139 介護リハビリ旅行会社から個別リハビリ療育特化型の児童通所施設への業種転換 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 タナカ工業株式会社 1210001011742 体験・提案型営業の展開による地域ＮＯ．１水まわりリフォーム専門店へのステップアップ 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 エイティーンスコーポレーション株式会社 5210001015954 福井県特産品となるワインを生産し、ｔｏＢ．ｔｏＣの販路開拓で全国に販売開始 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社小金屋食品 6210002001242 経営資源を活用し福井銘菓水ようかん製造による新分野への挑戦 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 冨永如美 コロナ禍でも子育て世代が安心して来店できる美容室と　小学生対象ＳＴＥＡＭ・ＩＣＴ・プログラミング教育スクールと学習塾事業 福井信用金庫

近畿 福井県 三方郡美浜町郷市 株式会社ミハマランド 1210001010926 「ドライブイン」から「郷土料理店」への転換によるオンリーワン店舗への再構築 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 ぱんだ不動産株式会社 3210001017218 お試し宿泊からの移住促進。リゾートワーケーションへの挑戦 株式会社福井銀行

近畿 滋賀県 守山市 ＭＡＮＭＡ 滋賀の食材にこだわったテイクアウト専門店立ち上げへの挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 合同会社Ｐｉｓｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8160003001419 美容院の新店舗展開によるメンズ専用脱毛サロンの立ち上げ事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 ＡＢＡＲＩＳ 「小さな贅沢をご家庭に」食卓に本格フレンチで彩りを添える本格派テイクアウト事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 牛長商会株式会社 2160001016408 滋賀県初！皮剥機の導入で鶏精肉業界の課題解決に向けた新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 滋賀県 近江八幡市 浅小井農園株式会社 6160001011479 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 大津市 株式会社風月堂商事 9160001001733 日本初、精進料理のＥＣサイト販売＆デリバリ－事業への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社二葉屋 6160002001578 眺望と温泉を活かした足湯カフェ事業への進出を通じた事業再構築 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社Ｂｅｌｌａｖｉｔａ 8160001022937 急速冷凍加工でイタリア料理専門店の味をご家庭へ！ 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 アールエスティ住宅流通有限会社 8160002002335 今後増加する相続人を見据えた骨董品買取サービスの展開 京都北山税理士法人

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町大字村 イケダ建装株式会社 8160001022061 お客様のニーズに合わせた家づくりを提供するリフォーム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社安土建築工房 8160001011139 ホームファーミング（自給自足生活）でコト消費を提供する新しい外構工事事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 草津市 Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　＆　Ｈｏｔｅｌ　ＢＬＵＮＯ 〜愛犬が最期まで理想的に過ごすには〜　生活の提案と、よろず相談所設立 草津商工会議所

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社アダムス 2160001014824 地元名産牛近江牛を高コストパフォーマンスで楽しめる非接触型焼肉店 斎藤　秀樹

近畿 滋賀県 大津市 有限会社木村製作所 1160002000576 半導体関連向け電子回路実装基板の大型化と極小化チップ部品対応による提案力強化計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社孫幸 1160001001872 日本料理専門店から裾野を広げた日本食レストランへの事業転換 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 ウェトラブ株式会社 8120001170153 「環境配慮型疑似餌の商品化」による遊漁釣餌事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 今後の伸長が期待できるＨＢＬと脱毛の美容事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 へアドレスザズー 北比良の大自然から３つの販路で届ける１００％天然素材のアロマ商品 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社アップラインズ 5160001008914 こだわりの本格餃子のテイクアウト販売 塩津　友輝

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＨＥＪ 2160001020789 商社から製造メーカーへの転換とデジタルショールーム構築による非対面型ビジネスの確立 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社大忠堂 1160001001261 コロナ禍での「需要の変化」を反映した新製品で経営多角化を図る 大津商工会議所

近畿 滋賀県 栗東市 ＳＴＵＤＩＯ９６ 障がい児童の身体機能向上に特化した放課後等デイサービス 山部　浩平

近畿 滋賀県 大津市 日の丸写真館 アウトドアも楽しめるガレージハウス型一棟貸しコテージの新展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 有限会社村木アセット・コンサルタンツ 9160002002499 コンテンツ重視のＷＥＢ情報発信による地方空きビル価値再生事業 高杉　勝裕

近畿 滋賀県 大津市 株式会社スピードワゴン 9160001004117 地域金融機関と連携した商品開発が可能なＥＣプロデューサー事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社タマキトラストブレイン 6160001012469 事業投資高収益建物「木造戸建て住宅風集合住宅」の開発と販売 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社メンタル・パワー・サポート 6160001003757 福祉型職業訓練校（就労継続支援Ｂ型）『こころベース』 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 滋賀県 米原市 トーワ測量株式会社 4160001007958 琵琶湖の外来魚を活用！ブラックバスバーガーが売りの倉庫カフェ運営 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社八幡工作所 8160002010775 極厚鋼板反転機の開発による工場自動化及び省力化、労災や人材不足に対処 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 メニックス株式会社 1160001011335 １００人以上の機械設計エンジニアが在籍する企業の、医療機器製作等のものづくりへのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社カルネ・ジャパン 1160001010709 関西初！長期熟成純国産生ハムの製造販売における工房兼、店舗の開業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 ラクエ 地域素材を使用したナチュラルワイン製造のための醸造所新設とワイン製造卸売り及び通信販売事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 有限会社テップス 4160002012247 加工工程の内製化による半導体製造装置向けの高精度製品の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 大津市 有限会社清元楼 9160002000560 食品製造事業を立ち上げ、近江の食を広く世界に発信する ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社ユーベスト 9160001019131 コロナ禍で求められる非対面・非接触を実現する無人ホテルで新事業に挑戦 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 大津市 大津観光株式会社 3160001000377 収穫・温泉・グルメをセットにした体験型商品で新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社駒井工作所 8160001013770 ＥＶ市場をはじめ、複数市場への新たなる進出を可能にする、精密モールド金型等製造へのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 カーワークスリバイブ 塗装技術を活用した大型トラックのオーダーメイド塗装への挑戦 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社植杢 1160001011822 建設業から遊具製造業への新分野展開による新規市場への参入事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社カネ初 9160001005503 見て感動！食べて感動！滋賀県唯一の地鶏“近江しゃも”のテーマパーク建設計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 Ｔａｕｐｏ 滋賀県産食材を活用した自家製ピッツァを冷凍して世界に販売する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ナカガワファクトリー 4160001013733 自動倉庫システム向け駆動部品などの中ロット量産体制の構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社日下部製作所 8160001003375 ＥＶ用精密金属部品の量産化技術確立による新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 丸安茶業株式会社 2160001005328 １４０年の歴史を誇る滋賀の老舗製茶会社による文化発信型茶寮計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社ウノ有機 7160001011759 産業廃棄物中間処理業の実績を活かしての新たな処理方法への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社真翔 1160001018537 「建設女子育成＆女性向け電気工事サービス事業」を通じた事業再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 ｅＮ 地域初ペットと泊まる区画サイトとドックランを備えたキャンプ場 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 守山市 エブリィー整骨院　 滋賀県からアスリートを輩出するセミパーソナルジム事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社タレの秋末 1160001019989 焼肉店で培ったノウハウと経験を基にした精肉店事業へ進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社魚清 3160001009195 冷凍自販機による滋賀県の名産品セレクションの販売 塩津　友輝

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷｏｒｌｄＬｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｃｈ 3160001020631 ドローン測量事業の新分野展開による事業再構築 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社藤田 6160001013120 内製化をきっかけに卸売、製造、小売、施工の一貫体制の構築を図る 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社高野製作所 7160002009661 医療分野へ進出するために高精度量産型加工設備導入で事業再構築を図る 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社池田製作所 4160001022593 医療分野に貢献する手術用補助具と医療用部材事業への新分野展開 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 長浜市 ＮＡＧＡＨＡＭＡ小僧 地元長浜に活気と観光客を呼び戻す！伝統と革新の融合したレトロモダンカフェ 栗田　一人

近畿 滋賀県 守山市 ＤＥＬＩ＆Ｃａｆｅ一汁三菜 工場新設による食品製造業への業種転換と販路開拓による売上拡大 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社北井工務店 5160001000540 創業１００年の工務店のモノづくり力を活かした、廃プラリサイクルによる新製品開発へのチャレンジ 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社ノサカ青果 3160001017999 海外輸出を見据えたこだわりこんにゃく・惣菜製造事業への進出 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 Ｂａｒ　Ｔｈｉｓｔｌｅ サロンバーが作るクラフトビールと地元食材を用いた料理とのペアリングへの挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社エスウィン 4160001009401 地場産業（近江の地酒）とタッグを組んだアフターコロナ時代の産業革命に追随する自社ブランド力の確立事業 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 株式会社岡田製作所 3160001000336 高精度の丸物金属部品の内製化による業態転換 株式会社商工組合中央金庫
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近畿 滋賀県 栗東市 山科精器株式会社 2160001013537 専用工作機械で培った設計・製作技術を転用した食品分野と搬送分野の事業開拓 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社若井農園 7160001022376 有機米専用の乾燥・精米調整施設を活用した有機白米の卸売および輸出と有機米の乾燥・精米調整作業受託事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 エル・エイ不動産株式会社 2160001014394 近隣飲食店とタイアップするゴルフシミュレーションバー ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 栗東市 さわやかグループ ペットとの共生を目指した障碍者向けグループホームの新規設立運営 田畑　一佳

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社マツバヤシ 5160001008773 カーボンニュートラルの実現に向けた水素エネルギー市場への新分野展開 山本　高久

近畿 滋賀県 長浜市 コクユ株式会社 6160001007782 低炭素エンジン・ＥＶ部品製造によるカーボンニュートラル事業への参画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社近江フーズ 1160001019469 滋賀名産「近江牛」等をふんだんに使用した、惣菜パン製造販売事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 有限会社ハーベスト 5160002013418 自社生産によるＳＰＡ体制の確立によるソリューション解決型製造への転換事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 鈴木電機 シートベルト製造省力化自動端末機製造事業進出によるⅤ字回復の実現 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社金岡組 6160002008012 建設業のノウハウを活かし、新たに交通誘導警備事業を開始する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社高栄ホーム 6160001000754 快適で安全な『小規模ハウス（トレーラーハウスとタイニーハウス）』の販売 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 常政米穀店 長浜市地域の女性正社員雇用を創出する小荷物配送事業の承継 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＦＲＥＹＪＡ　ＧＡＲＤＥＮ 4160001016967 今までに無い大人女性のためのエレガントなセルフエステ店の新展開 守山商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社狩野重機工業 7160001007798 地元重機クレーン会社が重量物に特化した倉庫業とレンタル業等に新分野展開既存事業のリソースをフル活用し総合力強化を図る！ 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 エース機工株式会社 4160001013279 金属加工技術の高度化による成長分野である医療関連機器市場への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 有限会社林農園 1160002014700 農業体験型テーマパーク事業（第６次産業）への取り組みによる事業再構築計画 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 スプーンスイーツマーケット 質の高い食体験を提供するグルメバーガー専門店 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＺＥＴ　ＳＹＳＴＥＭ 9160001016327 カーボンニュートラル時代に向けた水素生産設備の製造販売 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社新井製作所 2160001000064 水・衛生インフラ分野への新規参入に向けた大型射出成形事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ｅせいゆう住宅 1160001016103 セルフリノベーションをトータルサポートする体験型専門店への業種転換 守山商工会議所

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社近江八幡ステーションホテル 8160001010685 ビジネスホテルの生き残りをかけたワーケーション事業への展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 中居電子工業株式会社 6160002008417 コロナによる国内生産回帰を転機と捉え「組立」事業で新分野展開！ 三須税理士法人

近畿 滋賀県 近江八幡市 三河自動車株式会社 2160001011004 自動車販売・整備業の経験を活かしての自動車架装への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社徳本輪業 3160002010986 自動運転を見据えた特定整備対応の先進自動車検査場新設 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 増田運送株式会社 1160001001807 脱炭素社会に貢献する物流事業「定温倉庫事業」の開始 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ジーングロス 2160001018461 広告業で培ったＷｅｂエンジニアのノウハウで主婦の社会進出支援 税理士法人滋賀総合会計

近畿 滋賀県 高島市 株式会社Ｂｅスマイル 4160001012256 Ｂｅスマイル版まごころサポート 税理士法人淡海総合会計

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ＧＡＦＣＲＥＡＴＥ 4160001005689 立体ウォールアートのサブスクを中心とした現代アートの販路開拓事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 松原遊船有限会社 6160002001768 琵琶湖畔にてコーヒー豆焙煎と焼菓子の製造販売およびカフェを新設する計画 鈴木　康夫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社フリーペーパー道の駅滋賀 9160001017449 滋賀県情報サイト「ＳＨＩＧＡＩＤＯ」（シガイド） 北浜グローバル経営株式会社

近畿 滋賀県 野洲市 スプーン守山店 無添加ソーセージの卸業と無添加地元野菜を提供する直売所・ＥＣ販売 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＳ香里 4160001004492 ワインバーを併設した民宿施設経営への多角化事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 米原市 有限会社伊吹オイルサービス 4160002006273 “親切な人の価値”を生み出す、滋賀県初！スプリット型ガソリンスタンドが展開する買い物代行サービス事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 大津市 ニューワンズ株式会社 8160001004357 自社開発した日本式認知症統合療法メソッドによる高齢者グループホーム事業進出 角谷　雅子

近畿 滋賀県 長浜市 佐藤酒造株式会社 7160001007930 卸売酒蔵から観光酒蔵へ　観光業への参入を可能にする社屋改装事業 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社和 9160001021789 琵琶湖上で飲食・宿泊可能な屋形船レジャーとバスボートのメンテナンス事業 花山　和士

近畿 滋賀県 長浜市 ＴＡＳＳＥＩ株式会社 1160001007944 持続可能な環境負荷の少ない土地造成向け資材の製造販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社大成電気 6160002010983 電気工事業務と電気保安管理業務のワンストップ運営事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社オーエムテクノ 2160001010674 健康ラドン浴「地域コミュニティサロン」事業 菅野　浩司

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社Ｎｅｔ　Ｃｒｅｗ 6160001007766 内装工事業、保育事業等で培った高品質のサービスで介護ビジネスへ進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 株式会社松本石油 9160001012053 ｅスポーツを通じた人材育成及びコミュニティ創出事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

近畿 滋賀県 高島市 旭合繊維株式会社 5160001011793 プリント基板用耐熱クッション材基布への新規参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社ホクト 1160002007357 地域の魅力を発信！過疎地域に活力をもたらすカフェ運営への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 近江の町家　門 県内初となる、自社栽培の無農薬国産レモンを使用した商品加工販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｌｉｆｅ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ 9160001021533 都市型カレー店と飲食店の生き残りを賭けた当社だからできるＦＣ展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社七黒 8160001016963 足場事業専用マッチングシステムと課題解決型資材の展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＣＯＬＯＲ 1160001019477 フォトウェディング事業への進出を通じた新たなスーツスタイルの提案 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 クラシード滋賀 新鮮野菜の宅配事業で社会貢献。ポスティング会社の業種転換事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＣｏｍｅＡｌｉｖｅ 9160001018050 不動産事業で培ったノウハウを活かしたペットサービス事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社いのうえ 2160001000163 脱観光事業売上依存症「地元の・簡単・おいしい・便利」をお届けする自社製造工場新設計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 湖北精工株式会社 9160001006617 電気自動車用　生産機械製造業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 ガレージ　アンリミテッド 認証工場取得による車検整備の内製化及びＥＶ充電設備等の導入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮグループホールディングス 7130001060148 ペットのデジタルオークションシステム環境の構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社高橋重機 2160001008479 場所打ち杭の撤去事業へ進出し地域住民が安心できる街づくりに貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 中山運輸機工株式会社 9160001001452 大分支店遊休地を活用した一時保管事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社福冨 5160001020407 滞在時間を重要視した高級感のある「一棟貸し」施設の提供 ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 株式会社野村製作所 2160001019831 最新レーザ加工機等を活用したリチウムイオン電池用部品への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 大津市 日伸工業株式会社 3160001000063 自動車部品の内面清浄度を高める技術を医療用部品への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 藤田株式会社 4160001007009 地場産業活性化に寄与する「できたて布団」のＥＣ販売事業！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 サンシャイン株式会社 4160001018749 滋賀県初の多文化共生タイプの障害者就労継続支援Ｂ型事業へ進出 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社中田運送 4160001012000 「繊維のまち」高島市で倉庫業を開始ー地域全体の生産性向上に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社スマイ印刷工業 1160001013430 印刷業で培った技術を活かした生きくらげ栽培・加工品の販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社びわ鮮 7160002008515 琵琶湖の天然鮎を一年中いつでも日本中の食卓へ 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社アクアバンカー 4160001010631 古着業界を変える！箪笥に眠っている女性の洋服を「街のクローゼット」で販売 横山　禎一

近畿 滋賀県 大津市 有限会社ガルーダ 2160002002183 びわ湖畔で本格的なサッカー指導が受けられるフットサル事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＢＥＳＳ京神 8160001015429 自然素材とデザイン性を融合した個性的な注文住宅事業で培ったノウハウを元に、新たに分譲住宅販売＆中古住宅仲介事業に進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 大津市 叶商事株式会社 5160001004541 タクシー事業への新規参入による雇用の維持・拡大と新たな雇用の創出 尼崎信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社江戸屋 6160001019035 オーヴェルジュ×グランピング＝鏡岡 松本幸雄

近畿 滋賀県 大津市 菱和ホーム株式会社 4160001004328 新たなモデルハウスとＶＲ技術で実体験を活かした設計による、高性能で環境と共生するデザイン性の高い住宅販売で差別化する事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社フクハラファーム 1160002008553 高収益作物の端境期における卸業務への転換 税理士法人吉永会計事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社サンエイ 5130001017422 セルフ写真館を集客のツールとする事業再構築 京都信用金庫
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近畿 京都府 城陽市 株式会社凪祥 7130003003286 京風老舗漬物店が和菓子製造事業に参入し新分野展開に挑む 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社友添商店 3130001051282 健康的でお洒落な食事体験を通して、お客様の１日をちょっと特別にするデリカテッセン 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市左京区 京都一乗寺　もんじ家 家飲み需要拡大に対応する調理済冷凍もんじゃ焼きの開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社プレッセント 8160001016765 日本製の健康関連商品・美容品の越境ＥＣ販売事業への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社オーガニックｎｉｃｏ 8130001045362 有機農業スクール及び受託開発体制の構築による収益基盤拡大計画 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市伏見区 クリーンスペース株式会社 6130001025440 地域で支えあう共生社会の実現を目指す障害者共同生活援助事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ミュウ 5130001050877 苺の専門知識と当社デザイン力を活かした販路拡大のための生産工場等の設立 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 Ｆｕｔｕｒｅ’Ｉ’Ｍａｒｋ株式会社 1130001053074 人々のダイバーシティを重視した次世代の採用媒体の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 帯の仕立て屋　山春 しゃぶしゃぶ店の新規展開による事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 京都府 相楽郡和束町 和茶園 プライベートツアー対応　醗酵茶体験ツアー 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社鶴屋長生 3130001001361 和洋が融合された新しいお菓子を新コーポレートサイトから発信！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 西田養鶏場 地産・地加工・地消費！ポップアップストアを備えた無人食品販売店 西田　昌司

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社トレジャーサービス 8130001045387 女性・ファミリー層向け中華料理店への新分野展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 京都府 向日市 ちりめん山椒千京 模倣困難な販路と商品開発力を活かし挑戦するこだわりの焼き菓子 廣岡　茂男

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＣＬＯＶＥＲ 2130001068303 既存事業とのシナジーを最大化するコインランドリー事業の構築 小林　正則

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｌｉｕｔｅｒｉａ－ＴＡＫＡＤＡ 4130001051109 弦楽器専門店による弦楽音楽に特化した専用ホールの創設事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社ＳＬＥ 7130002020539 自社ＥＣサイトおよび海外向けＥＣを構築して、国内初の日本国産ウェイクサーフィン用品を販売する。 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社湯波吉 1130001023044 老舗京ゆば専門店による「京ゆば料理」店への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 シャンブルドットルブラン Ｗｉｔｈコロナを見据えたペンション事業と京都産食品のテイクアウト及びレストラン事業の推進 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 有限会社ジェイホッパーズ 7130002019135 公道を走らない中古車両（トゥクトゥク）を活用したアジアンフード飲食店 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社鶴 2130001034767 「ナイショの京都」〜築９０年の織物商宅での特別な京都のひと時体験事業〜 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社八百紀 4130001064944 青果販売業から食堂経営とネット業務発注販売システムの導入 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社モト・レガシー 1130001064971 オートバイ塗装サービスで広げる、サステナブルなバイクライフ提案事業 田畑　一佳

近畿 京都府 宇治市 株式会社フーズクリエイトＭＩＴＳＵＹＡ 7130001042567 卸売業が始める、食材の入手に困っている在留外国人向けネット小売業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アイビ建築 2130001013705 超次元の「断熱・気密」技術を活かした「高性能リフォーム市場」開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社第一製作所 7130001032808 事業承継を見据えた空き家・不動産売買事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社たん熊本家 5130001018032 食の多様性に対応する料亭として業界を牽引する存在となる計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社祇をん工房 8130001014284 感染リスクを抑えたイートインサービス提供による売上回復計画 名古屋商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 合同会社京都ｃｈｅｆ’ｓカンパニー 7130003005547 イノベーティブな技術で絶品の時短パスタとスープ専門イタリアン 山口育男

近畿 京都府 京都市右京区 魚倶楽部錦はたなか 飲食店のスペースを改装して京の干物の味を全国にネット販売でお届け 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 ル・ブラン 地元食材を活かした「洋食×和食」レストランで地域を活性化！ 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 南丹市 有限会社弘悦 1130002003689 野菜ジャムやペーストの新規開発で南丹野菜の魅力を再発見 白川　淳一

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社大栄製玉 1130002007368 京都島原で玉子製品提供事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社いつつじ 6130001002530 新規マーケット創出に向けた昆布の魅力を最大限に引き出す「昆布ラーメン」開発事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｂｏｎａｆｉｄｅ 4130001063657 バル業態から自身の経験を活かした鉄板焼き専門業態への事業転換 株式会社アサユナイト

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社１ｅｒＥＴＡＧＥ 6130001059760 ドライフラワー等で装飾した本格飲食店（テイクアウト含む）をオープン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｃｌａｐ 理容業・美顔術業から美容脱毛業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 藤平陶芸有限会社 5130002010194 京都・登り窯隣に若者向け体験空間を整備、伝統工芸を未来に繋ぐ 有田　文茂

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社イノベーション 7130001044209 ドローンを用いた点検サービスへの新分野展開でコロナ禍を乗り越える 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 権治 革小物職人が創るエシカル素材を使用したキャンプグッズへの新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社リベルテ 5130001053137 誰でも簡単にセルフ撮影もできる、レンタル着物の撮影サービス 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市東山区 東寿し 本格的な日本料理を全国・世界に向けた販売に係る加工場開設事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ｉ－ｇｒｅｃ　Ｋｙｏｔｏ 4010901034414 フランス製品の個人輸入と日本製品の海外輸出事業の展開 道浦健治

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｄｉコーポレーション 3130001048056 コロナ禍のウイルス対策需要に応える、光触媒コーティング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社エルエスティ 2130001031426 京都ならではの和婚を強みとしたフォトウェディング、その他撮影事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社恵葉＆菜健康野菜 1130001056168 自動化・ロボット設備導入による収益性の高い植物工場事業の構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ヘルスファクトリー 3130001050318 地元の有機野菜を味わえる、こだわりの炭火・鉄板焼き屋に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 西村鮮魚店 コロナ不況に打ち勝つ　環境問題と安全運転を考える自転車ファッション計画 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーヤマホーム 8130001028474 遺品に対する「鑑定」ポータルサイト運営事業 京都商工会議所

近畿 京都府 木津川市 愛犬の湯パチャママ 飼い主が学んで自立できるトリミング事業 奈良商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社陶葊 3130001009487 海外向け新商品における企業向けＢｔｏＢ専用サイト及び運用体制の構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社キャリアス 5130001047163 倉庫の空きスペースを利用した「ゴルフコミュニティー」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 Ｒｅｌｉｅｒ８１ 着物、帯を使用したアパレル雑貨を展開するアップサイクルブランドの設立 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ベストライフ 5130001032000 京都の工務店が取り組む「住宅廃材」を活用したリユース事業計画 くじら税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 醍醐窯荷平 ＢｔｏＣ取引への進出に向けた新ブランド構築及び販路開発事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 奥田しば漬本舗 自社ブランド商品の開発製造による、内食・中食市場への展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 丹険丸 釣り人待望の遊び心を満足させるウッドルアー製作工房 京都府商工会連合会

近畿 京都府 向日市 ノ－スリバーテック 過去の経験を活かした店舗・ネットでの珈琲豆販売の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社サイキ商会 2130001020825 有機・無農薬の京都の野菜・果物を活用した加工食品の小売販売による業態転換 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市中京区 京町家イタリアンろんくす 地元京都に愛されるチーズケーキのオンライン販売事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 宇治市 オートクラフト 旧車・スポーツカーに特化した中古車販売事業を展開 金園　英也

近畿 京都府 京都市西京区 デザインファクトリー　リラックス 京滋のアートを発信する　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ　　Ｃａｆé　＆　Ｇａｌｌｅｒｙ 税理士法人北浜・中西会計

近畿 京都府 京都市中京区 京都インバン株式会社 1130001023267 印章店がテイクアウト専門店へ新規マーケットに参入し共存する 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社タシン 4130001033825 スポーツに特化した鍼灸医院開業による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 プント株式会社 6130001060264 人もペットも健康に。ホルミシスルーム新設とドッグスキャン導入 德元　利貴

近畿 京都府 京都市左京区 佳耀工房 ガラス工房がカフェ＆店舗併設のコト消費型の工房にリニューアル 京都商工会議所

近畿 京都府 長岡京市 ミスターラーメン 無人冷凍餃子販売店舗の新設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 かねだ接骨院 コロナかを乗り切るための脱毛エステの導入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社様様 4130001036332 コロナ禍をチャンスに変えるセントラルキッチンによる新しいビジネスモデルの構築 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 東　公亮 京都府南丹市の非日常自然空間でポストコロナの生活様式に寄与する新たなキャンプ場実現計画。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 フィールドアロー株式会社 3130001046398 「和食のファストフード」　家具業がテイクアウト業へ事業展開 株式会社ジャストコンサルティング
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近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ジャスコム 4130001021185 スポット求人マッチングオンラインシステム“ＧＡＰ　ＴＩＭＥ”の構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社高野屋貞広 6130001011102 和菓子の贈る、贈られるコミュニケーションを通じて、上質なライフスタイルを提供する企業への成長事業！ 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 エムテック 家屋職人の技術を継承するための、インダストリアルインテリア販売事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 京都府 京都市北区 勝ふみ 京都・花街　新規お茶屋事業再構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ブーブーコミュニティ 軽トラックのオリジナル部品製造 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アートクリック 5130001053946 ノベルティポータルサイトで、あなただけのオリジナルデザインを 井上　拳

近畿 京都府 京都市中京区 吉忠マネキン株式会社 6130001023072 ロボット外装デザイン　試作・特注制作 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ウミヒラ 6130001010070 医療機器開発で培った「考案力」を活かし、オートバイカスタムパーツ市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 心りらる〜む薬のマキノ 体を内側から守る薬膳学と薬膳料理教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社えがおメディカルケア 2130001052554 広域変調波ＥＭＳで骨盤底筋群を鍛えて尿トラブルと産後トラブルを解消する 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 合同会社茶道体験古都 2130003005865 農村での心と身体のウェルネス旅行体験と生姜茶の卸売・小売り事業 紫野税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ビジョン 3130001050755 プライベートジム＆貸スタジオの運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 王　杲 ＩｏＴを活用した居住型プライベートオフィス貸出し事業の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＫＬＵ 8130001060634 冷凍フライドチキンのＥＣ及びテイクアウト販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 鳥響 独自メニューを取り入れた有名ラーメン店のチェーン展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 大原リバーサイドカフェ来隣 オーガニック米を使用したおにぎりの移動販売事業による業績回復 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社いち鈴フーズ 1130003007607 焼肉事業のリソースを活かした、ラーメン店営業への事業転換 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社紅 4130001006327 祖母から受け継ぐタルトタタンで全国通販洋菓子市場の新規開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社北海舘 8130001018756 眠れる一等地・東本願寺前にぎわい再興を目指す、テイクアウト・カフェプロジェクト アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アサカン 3030001106187 ウイルスに強い漆器の通販ＥＣサイト構築と海外向け漆器の開発 増田　考邦

近畿 京都府 京都市中京区 ジャーニーズベース合同会社 8130003007468 日本茶文化体験型京町家宿事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社美馬資材工業 8130002009382 残土の改良により運搬の効率を飛躍的に高めて、自然を守る持続的ビジネスモデルの開発 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 一般社団法人海外技術交流社団 1130005008743 社団スキームを利用した介護分野における低リスク低コストな人材紹介システムの構築 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 株式会社ビーエム東洋 2130001032993 歯科業界特化型クラウド双方管理可能な円滑治療サポート総合ソフトの開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ちもと食品株式会社 8130001005110 ダイバーシティー時代の未来へ「これからの食」 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市　左京区 アペリラ オンラインで日本全国へおもてなし　ハイブリッド型店舗で京都へおこしやす 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社レッドカンパニー 8130001046245 セントラルキッチンの導入と真空包装冷凍惣菜のＥＣ販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市左京区 奈尾知弥 〜先端技術を使用し、加振製法（音楽の振動で醸造）で製造する日本酒の販売〜 青木　孝之

近畿 京都府 京都市中京区 清水ろくしょう庵 ワーケーション等に対応した長期滞在型の宿泊施設とするための改修工事 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 滝本一級建築士事務所 再建築不可物件を修繕改修または再建築可能にするコンサルティング事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社森田一弥建築設計事務所 5130001068358 建築設計事務所のデザイン性を活かした古民家宿泊業展開による多角化事業再構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 北山しばた接骨院 接骨院が運営する多様性のあるボディメイクプロジェクト 有田　耕介

近畿 京都府 舞鶴市 ＧＩＮＣＨ 京都産の食材を活用した麹食品製造及び飲食店への挑戦 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＭＥＮＲＯＫＵ 6130001066567 山椒等国産スパイスと鴨肉関連商品販売で失職仲間と再起を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 永松整体療術院 オンラインと実店舗によるハイブリッド型セルフケアレッスン 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社セレサ 8130001021322 地域のカラオケ店が、セルフ癒し＆コミュニティビジネス支援で新展開 有田　文茂

近畿 京都府 京都市上京区 酒菜石慶 京料理屋の外部委託に頼らない手作り調味料の製造及び販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 きくちあつこ 自分軸を可視化する手帳の開発、販売 土方　奈緒

近畿 京都府 京都市伏見区 月光イロ 自社製造のスイーツをＥＣサイトと実店舗で販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 有限会社ウェイズ 7130002002058 ネットショップ運営代行付シェアカフェサービスの開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市北区 西賀茂橋お食事処まっちゃん 割烹すし店が提供する京うどん、鮮魚の実演テイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 今井鉄工株式会社 9130001056490 ＢｔｏＣ向けアウトドア用品ビジネスへの取り組み 柿原　泰宏

近畿 京都府 京都市中京区 二葉工業株式会社 8130001022378 技術伝承　技術力を武器に後継者不在の神具製造業へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ツルヤ 7130001005136 ゴーストキッチンを利用したテイクアウト・デリバリー専門店に　よる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 オートプロデュースウエムラ 実力あるレーサーが行うレーシングシミュレーション教室の新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社パシフィックウエーブ 2130001043594 自社開発素材を用いた高品質マットレスの店舗販売からオンライン販売（Ｄ２Ｃ）への業態転換 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社まんてん 1130002017482 看板メニューの餃子を冷凍餃子に商品化することによる飲食店の販路拡大 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 Ｒｉｓｕｓ 日本文化の象徴である日本画を融合した中華料理店の経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社児嶋商店 6130001002951 創業百有余年　京都の老舗漬物店が作る「カレーショップ」 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 浜名湖鰻　うな鶴 日本の食文化「うなぎ」を余すところなく頂き、次世代につなぐ。 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＭＡＴＡＨＡＲＩ 8130001052391 ロスフラワーの再生で紡ぐ花のある暮らしをオンラインを通して全国へ 京都商工会議所

近畿 京都府 城陽市 株式会社サワダ寝具工業 3130001038412 オーダーメイド枕と寝具のサブスクリプション事業 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ヒノボ 3130001057453 オリジナル餃子製造と無人餃子販売 横田　聡

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アットライズ 8130001055460 建築分野向けコワーキング施設の構築・京町家リノベ事業の提供 猪口　建太朗

近畿 京都府 宇治市 エムエイチケー 解体工事業からコミュニティカフェ　事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ネコラボ 9130001062737 瓶詰めのフレンチお惣菜テイクアウト店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ウエリントン 3130002024287 アンティーク家具レンタル事業 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 船井郡京丹波町 民宿きむら 自然に囲まれた休遊地と地元食材を活用したグランピング事業 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市伏見区 着物レンタル京さくら 京都に来訪する若者向けセルフ式フォトスタジオでの撮影体験事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＥＶＥＲＥＳＴＲＹ 8130001044595 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける訪問・来店型のパソコン修理業から不動産仲介業への業種転換 株式会社シェアードバリュー

近畿 京都府 向日市 メディカルエステさくら想 気軽でお財布に優しい非対面型セルフエステ事業への業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 株式会社一級建築士事務所ＳＴＵＤＩＯ　ＭＯＮＡＫＡ 1130001057422 公園の活性化！地域を繋ぐ　ＨＩＲＯＢＡ　事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 宇治市 株式会社エイト 3130001053650 レーザー加工導入によるパーソナルギフトアイテムの販売での新事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ＧＩＯＮ　Ｂａｒ　それいゆ 老若男女の全ての人にもっと身近な綺麗と自信を。 リトラス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 ゆうきいずがあでん 京都産ハーブを使用した今までにないカルチャースクール事業の展開 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 ｅｄｄｙｈｏｐ 手作りの洋菓子製造販売事業とこども食堂等地域貢献事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ａｉｍｂｉｓｉｏｎ 7130001068356 男性の「美」をサポートするメンズ無人セルフ脱毛サロン事業で収益化を図ります 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 京都市下京区 上古屋 海の京都の自然や各種体験を堪能！地域活性化型のゲストハウス計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＯＯＺＯＲＡ 8130001063892 飲食品のサブスクリプション型通信販売と情報発信の融合事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 植司株式会社 5130001062848 癒しを求める世界の人々へ　—　日本の庭園文化の提案 税理士法人みゆき

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社大西常商店 3130001028149 京町家を活用したハイブリッド型工芸品の展示販売事業展開 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 京都市左京区 合同会社地点 2130003003084 京都北白川の文化拠点〈アンダースロー〉のカフェ部門《タッパウェイ》の新規開店 西嶋　康佑

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社Ｇｒｉｓ－Ｇｒｉｓ 7130001031297 セルフオーダーシステムを実装した障害者雇用店舗の開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京田辺市 株式会社Ｉ．Ｄ．Ｈ 7130001055619 地域の美容健康を促進させるパーソナルジム事業および自社オリジナル美容商品の通信販売事業 エース税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 フシミ書房 ゲームを中心とした多目的レンタルスペース事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社イン・ザ・ムード 7130002004780 製造設備及びショップの開設によるＤＩＹサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社リックネットワーク 1130001023655 パソコン教室から住まい選びのコーディネート事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社ラクレット 5130003006522 既存事業のノウハウを活かしたコロナ禍に対応できる京とイタリアとチーズの融合バル事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 日本酒バーあさくら 京町家を利用した日本酒・クラフトビール専門酒販店出店計画 株式会社福井銀行

近畿 京都府 京都市中京区 轍 京都市役所から徒歩２分。京都を代表する革新的なすき焼き屋の店舗出店 株式会社ＧＣＡＰ

近畿 京都府 福知山市 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＫＩＮＧ 6130001067029 パソコン・ドローンスクールのノウハウを活かしたドローン代行事業への進出 福知山商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ステイドリーム 2130001042638 不動産業者と消費者をつなぐ、マッチングサイトの運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＭＩＹＡＣＯ 3130001053345 京都産ソースと京都産おかきで作る「ソースおかき」の新商品開発とＥＣ販売事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社エコ・ビータ 7130001043929 工務店から舞鶴市初の食パン専門店開業による事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 やましろ鍼灸マッサージ治療院 マッサージ治療院によるトータルボディケアジムの開設 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市上京区 ラホヤ 京都Ｎｏ．１本格メキシコ料理店が行うテイクアウト・デリバリー 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市左京区 ＬＩＯＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ 焼き菓子と加工食品の工房の新設と飲食料品小売業への新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 スーパーゴリラパワー合同会社 6010003030764 オンライン対面併用型の芸術支援活動と芸術家・専門家の協働コンサルティング事業の実施 田村　朋也

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ハッピー・チケット 6130001048078 地域を支え、共に繁栄する配食サービスへの新分野展開 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ティーズ・コーポレーション 9130002018390 ストレスを解消する癒しの音を電子化することによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 ａｉａｉｔｕｊｉ製作所 未利用材の利活用とプロダクト開発及びオンライン活用事業 兵庫県商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社セブンシー 4130001054441 自社の事業ノウハウと企業ネットワークを活かした金属加工業人材の教育事業への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社枡屋自動車工作所 1130002001544 コインランドリーのＦＣ加盟をし、新事業として展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ビジットプラス 9130001058677 サスティナブルフードを提供するカフェ経営及び多チャネルでの販売に挑戦する 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町野村 有限会社アオイ製作所 3130002027117 需要拡大の医療機器部品、地元密着の建築設備部品で新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 打田漬物商工業株式会社 6130001016621 一貫体制と総理大臣賞受賞等のブランド力をもとに、従来の漬物の概念を覆す“飲める”漬物の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社翼エンタープライズ 8130001034051 デザイナーズ建築や景観保全の要求に応える高品質な建築金物の塗装等の事業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 大京衣料株式会社 3130001017829 自社所有の京都町家を活用した「レンタルスペース」事業の展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 南丹市 株式会社きぐすりや 7130001035199 地産地消の食材とくつろげる雰囲気で心身を癒す老舗料理旅館が「濁酒の製造販売」へ新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 合名会社もりまさ工務店 6130003004483 高性能防音性と快適性を兼ね備えた音楽用小屋の製造販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ナンゴー 5130001032909 半導体製造装置のモジュール製品製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ 1130002020354 ニューノーマルに対応する専門性の高い高級オンラインフィットネスへの業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アクト 9130001009878 不具合発生率が低い！電気自動車部品製造・検査装置の設計・製造事業の開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 京都飲料株式会社 8130001012107 清涼飲料製造業が小売市場に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 カワコー株式会社 6130001052757 内装工事事業から宝飾品展示ケース生産への新事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社弘和 9130001012667 美浜町に初めてのグランピング施設建設による地域経済発展計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 プロマティック株式会社 1160001014577 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルムおよび独自製造装置の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 グラフテック株式会社 4130001060480 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルムおよび独自製造装置の製造販売 土江田　雅史

近畿 京都府 八幡市 第一ロール株式会社 2120001151654 不織布ロール用長尺シャフトの製造技術確立による新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社サイバーＲＣ 5130001048698 前例のないＡＩ機能搭載による自動ホーニング専用機の開発 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ワード 6130001023196 クリエイター特化型シェアオフィス事業『ＷＯＲＤ⁺Ｐｌｕｓ』 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都ツクル 2130001047273 ラボを拠点とした京都の古材販売と注文家具の製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ａｄｄ　ｒｏｏｍ　ｐｌｕｓ 4130001061982 家族みんなで楽しむ一棟貸しヴィラの非対面＆非接触な事業に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社コーエイ 5130002010847 冷凍自動販売機を利用した超人気ラーメン等の販売による売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社マツダ 7130001053242 自動溶接ロボット導入による建築用鉄骨からプラント用架台製造へ進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社たにぐち 5130001003348 老舗京菓子店による自販機でも買える「健康になれる冷たい京都名産スイーツ」販売計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 日本フットケアサービス株式会社 5130001026646 高度な専門知識を活用した既製インソール市場への新分野展開事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 南丹市 有限会社アユミ・ロジスティクス 6130002028665 自社輸送システムも活用、「店舗＋置き型販売」で売り込む京都の地産地消パン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社マルイ 5130001058862 防水工事業からステップアップした外装トータル事業への事業転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 松村産業株式会社 9130001042722 ＩＣＴ建機を活用し既往事業と連動させ国直轄工事の新規受注獲得 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都シールレーベル 6130001012141 検査体制を再構築する事により高付加価値シールの提案力強化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大野機工 5130001020137 大自然の静謐な環境で３世代でも利用できる一棟貸し民泊施設の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社谷口清雅堂 2130002010008 「日常に工芸を取り込む」オリジナル陶磁器ブランドの製造販売および体験工房・ギャラリー運営による新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市南区 株式会社咲花製作所 4130001010683 世界的に需要が高まる半導体クリーン搬送装置主要部品製造に参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社大誠開発設計 2130001012921 ＳＤＧｓ達成に向けた脱炭素化ＥＶバッテリーの推進事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京建設 7130001045280 急速冷凍食品の弁当・お惣菜を中心に地域の皆様に食で貢献する事業です。 京滋信用組合

近畿 京都府 相楽郡精華町 サンシード株式会社 1122001009395 廃棄プラスチックを活用したエコロジー建材の製造による新分野進出 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市北区 有限会社京漬物大こう本店 7130002003618 老舗漬物店がこだわったフリーズドライ並びに新商品開発・販売による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社まこと 5130002034813 うなぎ寿司と鰻キットをネット販売と小売委託販売の新分野展開 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社鶴清 4130001018108 京都老舗料亭旅館の歴史的建築物価値のデジタル発信による見学ツアー集客 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 八幡市 株式会社まるなか 1130001038208 老舗呉服店がフォトスタジオ（写真館）を開設し、振袖販売を増強する。 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 京都府 京都市南区 杉本めつき工業株式会社 4130001010923 企業永続のための表面処理加工対象商品の拡大と、それに伴う新たな表面処理装置設備の導入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ケイテクノサービス 9130001055402 敷地内の水道インフラ老朽化問題に対する高精度漏水検出サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 バッサーテック株式会社 9130001034661 好みに合った環境に必ず出会える１０種類のプライベートサウナ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 夢織株式会社 7130001002728 子連れでの訪れやすさとおしゃれさを両立するカフェの新設 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 京田辺市 株式会社オプトイノベーション 3130001061018 レーザー加工機新事業展開 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社再京建設 3130001055820 京都特有の物件との相性の良さを活かした唐揚げ専門テイクアウト店の経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｆｅｅｌ　Ｊａｐａｎ 2130001052166 障害児通所支援事業への参入と宿泊業を活用したワーケーションの実施 京都中央信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社木村 5130001060653 美山町で田舎暮らしと旅を味わう古民家の１棟貸しによる地域活性化事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社中村印刷所 5130002001193 品質管理システムによる付加価値印刷サービス提供の新事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社宏和プロセス 1130001047860 装置導入により変形カット加工の内製化に挑戦する業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社中西塗料店 6130001003495 塗料卸売業者による調色事業を核にした事業再構築計画 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市南区 株式会社西田技研 8130001066301 自社の技術力を活用したマスフローコントローラ用検査機器分野への新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ 5240001055460 パン屋経営の技術により多様化するペットフード市場で犬用健康パンを製造販売する 花山　和士

近畿 京都府 京都市北区 有限会社イエローライオン 9011002035776 ３つの事業者と連携し芸能事業からグループホーム事業に業種転換 山口育男

近畿 京都府 京都市北区 株式会社京都視力センター 6130001048730 当社の自然を活用した子供の自然体験による地域の子育て支援と心の健康増進事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市南区 株式会社プラ・オール 3130001011492 新設備導入でメッキ加工設備部品の開発による生産体制の確立 明和マネジメント税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 ふらっと 奥嵯峨－森のカフェ 京都商工会議所

近畿 京都府 京丹後市 林建設株式会社 6130001042832 自社の強みとＩＣＴ建機を融合させた新分野工事の受注獲得事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 株式会社山と海 3130001054830 米農家と畜産農家の窮状を同時に救う、低コスト飼料生産事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 媽媽菜館六花　 セントラルキッチンで瞬間冷凍した食材をキッチンカーで販売 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京丹後市 有限会社アクティブジャパン 9130002033968 リサイクルができる空き家対策事業 山添　謙三

近畿 京都府 京丹後市 株式会社リドライブ 6130001059918 ＩＣＴを活用したヨガ教室とエステサロンの運営による顧客開拓 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 アテック京都株式会社 8130001033697 産業用機械部品からヒューマンパーツサプライヤーへの挑戦 西田　隆行

近畿 京都府 京都市下京区 灰孝小野田レミコン株式会社 4130001018446 リサイクル骨材の製造で、生コン製造時の産業廃棄物の削減に取組む。 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 陶猪飼 モノ・コト・トキ消費とデジタルメディアの融合による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社千總 3130001021640 京友禅に革新を起こす京友禅の千總による現代アートギャラリー事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社兵衛 4130001031878 川床だけでない奥貴船を「火」と「風」で表現する新事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 クロスセクション すべてのバイク乗りに対する新しいサロン型コミュニティの設立 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市上京区 合同会社ＮＵＴＭＥＧ 1130003005437 ＳＤＧｓ達成を地域産業と目指す「ＤＸ型非接触販売」による発汗時の栄養補給冷凍食品製造／販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ＬＡＵＮＣ株式会社 3130001067717 タイの衣類雑貨専門のＥＣサイト「ａｓｉＭａ」の構築を伴った小売事業への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＶＥＮＴＯ 7130001058704 サービス事業者向け包括的店舗プロデュース事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 イデオ株式会社 8120002056104 ＶＲモール京都の構築による新しいネット販売方法の確立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ウェルテクノ 5130001040358 機能面の優位性と小浜市での福利厚生レジャー実績を活かしたグランピング施設の運営 花山　和士

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｋｉｎｏｅ 9130001054288 低感染リスクの自然豊かな淡路島におけるオーベルジュ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社元勢 4130002022562 京野菜・果実を原料にしたカクテル及び小料理（フード）店舗開発 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 新庄鉄筋鋼業株式会社 7130001042047 防錆剤塗布鉄筋提供による業態転換 細川　祐三

近畿 京都府 京都市南区 明清建設工業株式会社 4130001011839 道・街を支えた建設業の挑戦！別荘事業で地域活性化を促進する 株式会社関西みらい銀行

近畿 京都府 宇治市 大和テック株式会社 9130001038613 金属加工技術の高度化による医療機器市場、自動搬送装置市場への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 旭日商事株式会社 9130001039792 産業廃棄物及びサーマルリサイクルからマテリアルリサイクルへ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 岸紙工株式会社 6130001009170 大型までの既存設備では製造不可である超大型段ボールケースの製造計画 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ヤマモト 8130001035917 飲食業への新分野展開で、自社鶏の高付加価値化とサプライチェーン強化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社ＲＳオート 2130002024296 歩行機能訓練に特化した介護事業への新たにチャレンジする取り組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ひろや 3130001007144 貴船神社隣地への土産店と軽食レストラン開業による若年層顧客の取り込み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 中央観光株式会社 5130001001327 京都嵐山でハラール食材の嵯峨料理と食べ歩きミニバーガーの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 有限会社寺平美術平版 6130002011209 日本初の高付加価値商品によるアニメグッズ市場への展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社俵屋吉富 9130001003360 【新分野展開】老舗和菓子屋初の洋菓子開発と量販店市場への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市左京区 京都奉製株式会社 9130001007733 新規染工場立ち上げによる事業計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 京都府 相楽郡精華町 閑清居 地元農家の直売所を兼ねたフードテイクアウトビジネス 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京恵商事 3130001063757 先人たちの技を受け継ぎ、日本の伝統珍味を守るこのわた製造事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ヨシダ株式会社 2130001004084 伝統工芸品である和装文化の継承と発展 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ホーリーライブ株式会社 1130001058032 当社のサプリメントの効果を増大させ、女性の体質改善を目的としたエステサロン経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 ＭＡＳＴＥＲＭＩＮＤ株式会社 9130001026989 冷凍和ぎょうざ及び冷凍惣菜加工食品を開発し、中食市場へ進出 税理士法人林事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社恵 7130001056864 福祉事業から大豆専門飲食業へ進出し顧客獲得とシナジー効果を目指す 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社山口製作所 5130001033205 アルミ素材の金属加工技術の獲得による鉄道市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 石山住宅株式会社 8130001035454 郊外戸建て需要に対応するための、ミレニアム世代向け建売住宅事業 森藤　啓治郎

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社与太呂新社 7130001019243 京都老舗ちゃんこ鍋料理店の強みを活かし、デリバリー・通販事業へ進出 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ株式会社 1120001165787 ＥＶ商用車の中古電池リユースによる大型蓄電池の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 翠嵐工房 「現代の名工」の交趾焼によるＢｔｏＢ市場向けの食器、インテリア等製造販売やオンライン絵付け体験プログラムによる新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ティプロ 4080001012421 ＳＤＧｓを意識した積替え保管サービスによる運搬コスト及びＣＯ２削減の提案 株式会社清水銀行

近畿 京都府 木津川市 木本製作所 異形断面伸線加工用ユニットの製造事業の承継による自動車産業等精密機器分野への新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ＯＦＦＩＣＥ　ＣＯＬＯＦＵＬ株式会社 4120001169793 支援教材販売事業計画 島本　浩晃

近畿 京都府 京丹後市 株式会社ベーカリータカタ 7130001047161 自社の強みを踏まえた冷凍パン等の製造販売による新分野展開事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 京美染色株式会社 5130001002845 ＥＣ販売・小規模アパレル向け極小ロットのアパレル製品製造事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 大伸機工株式会社 7130001011043 装置導入による高い寸法精度を有する部品の製造に着手する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ＰＥＰ　ＫＹＯＴＯ　接骨・整骨院 最先端テクノロジーを駆使した超精密測定による「スポーツドッグ×健康寿命延伸事業」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社そば処やまざき 3130002000932 クルマ好き客層に訴求する旅館のモダン化改修工事と特殊カフェテラスの新設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社小槌屋 2130001029057 パフォーマンス調理とプール付きオーシャンビューの全天候型一棟貸 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ラボット 9130002021394 エクステリアデザイン図面の受注システムの開発 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 宇治市 株式会社アクアワークス 2130001034560 冷凍ラーメン自販機でＶ字回復！そして、飲食関連サービス業へ業種転換！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 竹野酒造有限会社 9130002033745 世界のスパークリング市場ニーズに対応するラグジュアリースパークリング酒の生産 久保　憲司

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社上田カーボン製作所 2130002004802 炭素端材を使用した、検査用小型カーボン容器製造の国内回帰実現！！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社阪下石材商店 9130001020843 京都の歴史と地の利を活かした「石材の再滑り止め加工」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 京都府熱処理事業協同組合 9130005003662 新たにＥＶ向け磁気焼鈍加工部品の供給量日本一を目指す新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 上野金属工業株式会社 5130001004379 大型陽極酸化装置導入によるアルミニウム部品の表面処理事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡和束町 有限会社和束砕石 9130002029818 鉄筋コンクリート造の解体現場で提供する瓦礫リサイクル事業の構築 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社西田精工 5130002014567 建機等スプライン自動化製造技術と検査強化による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 エンゼル工業株式会社 4130001014008 エンゼルものづくりＬａｂ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社拓宅 5130001062336 京の一棟貸旅館が新たに展開する現代人の「五感」を満たす貸切スパ運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社カーニバル 9130001005497 日本人の主食への挑戦〜イノベーションとの競争から学んだ経験を食パンビジネスへ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ミートシヨツプヒロ 7130001022726 「肉のコンサル」「肉のサブスク」でウィズ・ポストコロナの飲食事業を活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 合同会社蔵之助 6130003003535 メニュー豊富な低糖質・低脂質のクラフトパスタを冷凍通販する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 抗菌化研株式会社 6130001000625 顧客ニーズに合った抗菌及び防腐効力の試験受託業務 公益財団法人京都産業２１
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近畿 京都府 京都市中京区 株式会社藤や 7130001022370 老舗京料理弁当の製造販売と川床ドッグカフェに挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社池林堂半七 4130001060976 和朝食の提供および生活工芸品販売事業の開始によるインバウンド客依存の脱却 株式会社名古屋銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ソウダ製作所 3130002025871 長尺加工に特化した製造体制の確立による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社京滋ステップ 4130001010502 次世代一般足場材を利用した公共工事への新規進出計画 窪　孝史

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社上尾製菓 3130001037884 京和菓子製造技術を活かした固形型飲料のＯＥＭ受託事業への参入 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 サンケイデザイン株式会社 9130001003047 スタジオ併設型コワーキングスペースと動画市場での顧客創造 清心税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ａ・Ｋ錺工房 5130001025870 専門技術を活かした板金加工工房の新規開設事業 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市南区 株式会社関ビ化工 3130001042216 再生材・バイオマス・生分解性素材の新たな溶着技術による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社典座 1130001015140 本格薬膳にこだわった無化調、メイドインジャパンの火鍋の販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社きかんしエムエス 9130001024126 “食”に関連する地域中小企業と“食”に関連するクリエイターをつなぐオンラインサービス事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社みかく 6130001009708 ポストコロナ社会の多様な食文化への貢献！和牛料理で全国市場の開拓事業。 北條　達人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社印南鉄工所 7130001000244 金属加工の高度化による飲食料品加工機械分野及び医療機器分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社久美浜シーサイド 6130001042972 休館中の施設を魅力あるワーケーション施設へチェンジ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社成和 7130001032741 遮音ルーバー製造による建設下請業から建材卸売・小売業参入 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 城陽市 株式会社都給食 5130001038600 新チャネル（直販・ネットとＯＥＭ・受託）でのレトルト食品販売 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社キムラ建宅 9130002022211 宮古島へのマッサージ店舗進出計画 南　博光

近畿 京都府 京都市北区 株式会社亀匠 8130001004541 希少材で高品質突板（天然木化粧板）の　加工・販売業　新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｌｕｄｉｃｏ 3160002004749 新食感のパイを開発し非対面事業を強化する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社石川建設 7130001026941 工場新設＆ＤＸ対応塗布装置類導入による舗装補修テープの内製化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社さくら 9130001031849 京都初！！　最高品質の国産養殖エビ独占販売と自動販売機による調理食品販売チェーンの構築 税理士法人グッド・フェイス・パートナーズ

近畿 京都府 八幡市 三原建設株式会社 1130001038224 土木工事事業者による再生プラスチック・マテリアルリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ソフトディバイス 8130001006711 オンラインイベント向けオーダーメイド型プラットフォームＷＥＢサイトの開発と販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社黒桜 6340001016187 焼肉店から朝がゆ・焼鳥・串焼きの複合店の運営及び介護食製造販売へ新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡井手町 有限会社志木 9130002030172 既存の建築業用の事務所や敷地を生かし、カフェとマルシェに業種転換 事業承継コンサルティング株式会社

近畿 京都府 長岡京市 小森株式会社 9130001030058 ＦＣ店舗運営ノウハウを活用したレモホル酒場心斎橋店のオープン 吾郷　泰佑

近畿 京都府 亀岡市 中央技建工業株式会社 5130001035960 「新しい電池」の研究開発に係る新分野へのチャレンジ 中川　正茂

近畿 京都府 京丹後市 株式会社エスケイワイ 6130001042997 金属加工技術を活かしたチタン製フレームのメガネ事業への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社桃園亭 7130001027460 「食×アート×文化」の融合で美術品の魅力を発信するギャラリー開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社サンヤマト 4130002009898 変化と時流のＮＥＷ・ＷＡＶＥを掴みｅスポーツで難局を乗り切る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 みやび印刷株式会社 6130001011804 地域の高齢者に温かいお弁当を届ける高齢者向け配食サービスの展開 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社パナムジカ 5130001042255 長年愛されてきたピアノの価値を担保し続ける音楽のサステナブル事業 オフィスコ税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 田中忠金堂 みやげ小売店からイートイン・テイクアウト店への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社タイムプロデュースリンク 4130001063640 モバイル型の非接触テイクアウト主体ハンバーガー業態への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 アサヒフーズ株式会社 5130001033279 受託製造事業で培ってきた製造技術をベースに自社店舗販売、飲食業ビジネスへ展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社ｉ－ｓｓ 3130001059986 国土強靭化に貢献する京都北部建設業界における経済ネットワーク構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 プリントプロジェクト 除菌作用を持ったオリジナルグッズのプリント加工・ネット販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社エル・オー・ジー 5130002008486 カスタム業への新分野展開による新たな価値の創造と革新 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ワントゥーテン 1120001138900 ＯＥＭ版「ＥＮＵ」 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市北区 株式会社鳥居 3130001001452 セル方式リネンサプライ事業への参入 角谷　雅子

近畿 京都府 福知山市 株式会社細合実業 2130001042068 鳶工事会社による小学校跡を活用したスポーツ施設運営事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社タンゴ技研 6130001042683 高度な技術力とＤＸ推進によるＤＬＣ表面成膜加工の新分野展開を通じて京丹後市の”モノづくりの町”発展に貢献 生川　友佳子

近畿 京都府 宇治市 株式会社協伸 2130001034214 京都市で初となるペット共生型障がい者グループホームの開設計画 株式会社エフアンドエム

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社嵯峨養漁場田中商店 3130001000842 食材卸起点の京都嵐山発ＤＸ型体験ブランド『嵐山茶寮』を核とする新事業展開プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社植よし造園 7130001016612 造園工事事業者によるランドスケープデザイン空間でのキャンプ場事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社和楽 1130003004463 ＩＣＴスタジオ併用宿泊施設による事業再構築計画 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 京丹後市 株式会社松田精工 7130001046601 パイプ等の立体形状かつ高付加価値製品製造の内製化による新分野展開 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 福知山市 ニンバリ株式会社 6130001041207 産業用ロボットによるＦＡ装置事業への進出によるＶ字回復の実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 丸亀穀肥株式会社 2130001035815 既存事業である肥飼料販売業を生かした生鮮食品直売所の開設 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社インデンスタイル 7130001025877 既存事業・関連企業事業との相乗効果に優れるフランチャイズ事業展開 テントゥーワン税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｔ 3130001063385 フルーツ大福のテイクアウト専門店の開業による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社小國製材 3130001042967 建設廃材を再生利用し環境への貢献と事業効率化が叶う新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 鍵屋 伊根地域の観光資源を活用した『泊まれるシェアキッチン』への展開 藤原　千穂

近畿 京都府 京丹後市 水田重機工業株式会社 7130001042922 ＩＣＴ機器デモサイト運用による体験型提案営業及びＩＣＴ機器通信サービス 京都北都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社翔輝美工業 6130001061543 溶接の自社対応化により原子力発電所での配管メンテナンス事業を強化する事業計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社大東技研 8130001005028 生産用機械部品製造工程の自動化及び内製化による収益改善計画 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｇ－ＴＥＣ　ＫＹＯＴＯ 4130001046620 ロードサービス事業の開始による　ＢｔｏＢ　市場の開拓 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 株式会社青木プラス 9130001034240 環境配慮型プラスチック成形事業の新分野展開と量産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 岩田精工株式会社 9130001037961 非鉄金属の高精度な研磨技術を導入し、半導体市場へ進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社魁半導体 6130001029400 プラズマ装置を用いた受託加工事業の構築 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社二井三 2130002007607 京都市東山丹波黒豆スイーツと宇治茶のコラボレートショップ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社三芳 9130001029356 観光業界に貢献するミシュラン店での宿泊複合サービス構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社西川製作所 4130001011376 ＥＶ自動車用の電池用途ロールツーロール設備製造で事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社ミック 3130002020468 お好み焼き・鉄板焼き店から的矢カキ専門店への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＡＬＡＮ 7130001040356 小規模資金で開業できる移動販売車の製造・販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 中西機械株式会社 1130001034925 半導体の調達難等による既存事業の不振を打開するための新分野設備投資計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社５１Ａｃｔｉｏｎ 4130001059374 京都八坂リノベホテルの生最中への挑戦！　カフェとフードトラック新事業展開 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市左京区 動かたおか鍼灸治療室 鍼灸マッサージと歯科の融合事業 中京税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ブレインオフィス 5130001061965 京都の町を散策する歩数アプリと京都で初の温泉付き貸切京町屋事業 瀧上　直人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社浜作 8130001009581 現代の名工に認定された老舗料理店店主による日本文化のオンライン配信計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社小松商店 4130001040152 最先端の冷凍技術を活用し、鮪を中心とした高品質な海産物を世界に販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ものがたり 4010901034645 中・長期宿泊特化型の暮らすように泊まれるホテルへの事業転換 税理士法人広中タックスサポート
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エリア名 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 京都府 京都市中京区 コミーダラティーナコスタ 京都発、世界に羽ばたくホットソース「マスカラス」の製造販売とプロモーション 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 相楽郡和束町 京都茶ビール合同会社 7130003004210 京都産茶葉を使ったクラフト缶ビールの商品開発と販売展開による、再構築実現と地域活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社中島商会 2130001006964 京町家保存事業に専門特化した不動産事業の立ち上げ計画 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市下京区 合同会社ＧＯＯＤ　ＨＡＮＤ 1130003003127 整体に漢方薬と鍼灸の力を掛け合わせる京都唯一の総合調整院へ事業転換 結城　順吉

近畿 京都府 京都市南区 三谷化工株式会社 1130001011775 メタボローム情報（網羅的代謝物情報）のデータ解析及びコンサルティング 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社Ｚａｈｎ 7130002022510 一人一人の体に合った福祉用具の製造と販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社モハン 5130001045984 禅の心を活かしたグッズ販売とおもてなし茶道体験事業の実施！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社大安 8130001006744 お漬物＆お惣菜の選べるオンラインサブスクサービスによる体験価値提供 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ライトニング 1130001059303 琵琶湖アウトドア需要の拡大に対応した船舶メンテ・保管事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＣＬＡＳＳＩＸ株式会社 5120001173654 ＤＸを活用した納骨・オンライン法要による社会課題解決に資する取組 大阪信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社シーサイド佐竹 4130001042875 地域の新たな「寛ぎの場」を提供するベーカリー・カフェ事業による事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社治元 4130001032505 規格外の農作物を使用したレトルト食品製造販売業への新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｔ・Ｓコーポレーション 7130001045462 エビ加工施設の構築による食品卸売業・新業態飲食店の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社コートデブラン 6130003005242 京北町でオーベルジュの運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社チームゼブラ 9120001133349 活きたショールームとなる洋菓子店舗とＥＣサイトの整備による営業形態の再構築 糸岡　弘幸

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社横山清和堂 8130002006388 京都観光寺院の旅行を仮想体験できるオンラインサービスの開発 米倉　徹

近畿 京都府 京都市下京区 森友運輸株式会社 2130001019090 高品質な付帯サービスを事業へ昇華〜運送事業＋αで会社と地域を未来へと運ぶ事業再構築〜 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アスネック 7130001047087 消費財メーカとの直接取引によるプリント基板部品の卸売事業への参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社創学社 9130001008335 習い事・能力開発カリキュラムに特化した学童保育施設の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京馬車 2130001036185 いちごを活用した事業開発による地元亀岡観光の活性化事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市伏見区 健翔株式会社 7130001066599 観光業のノウハウで、日本での中国人観光客人気ナンバーワン焼肉店を実現 河邊　星太郎

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社なかじま 8130002005836 バンタイプの自動車を活用した移動美容室 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社島熔工所 3130001038940 鋳鉄溶接技術を活かしたポンプメンテナンス一括請負事業への進出 山本　高久

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社総合管理ムカイ 1130001039544 最新技術で京都のセキュリティの先駆けに！２４時間稼働型鍵事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ナカデケイラン 9130001009523 卵の卸売業から卵の総合プロデュース「ＴＡＭＡＧＯ－ｓｔａｔｉｏｎ」への展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社Ｓｏｕｔｈ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 4130002006350 ナッコプセやキンパの冷凍加工品を開発し、通販事業により業態を転換 株式会社ビジネスモデルサイエンス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社プラズマイオンアシスト 1130001024372 多品種少量型から量産型ＤＬＣコーティング事業への変革 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社カンバス 8130001059081 日本の生活工芸品をグローバルに販売するオンラインセレクトショップ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社ミール・ミィ 8130002020281 京都府初！都市型蜂蜜酒製造工場運営による事業転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 合同会社ベアクル 8130003003236 京都滋賀に特化した不動産物件情報自動連動システムの構築 クロスコア税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社カナルトレス 1130001034702 ニューノーマル時代に強い、ハイブリッド型ビジネスモデルで地域活性化 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社おめん 9130001006116 健康を提供しファンを育てる、選べるうどんのオンラインサブスクサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ブランカ オーベルジュ運営を起点とした「海の京都」宮津の地域活性化複合事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 応用板金株式会社 8130001038993 ウィズコロナ時代のアクセスコントロールシステムに向けた製品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市西京区 洛西紙工株式会社 5130001008850 一般ダンボールケース専門工場からの脱却、多素材加工企業への新分野展開 税理士法人大髙事務所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社小泉産業 1130001006370 都心のサラリーマンをターゲットとした個室サウナの新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 城陽市 株式会社浜田染工 9130001038539 顧客ニーズに応える、小ロット、短納期かつ低コストな顔料プリント生地の提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 合同会社ｔａｍｕｒａ 4130003005913 総合リフォーム相談ができる「体験型ショールーム」事業を展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社グランドステージ 1130002019289 四駆自動車専門店によるロードサービス業務への新分野展開事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 アドコート株式会社 8122001000257 さび止めを油から紙へ！　顧客の作業効率化とクリーン化を実現する防錆金属合紙の製造 大阪シティ信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズ 6130002018393 フェムテックを通してウェルネス産業に貢献できる事業展開 清心税理士法人

近畿 京都府 宇治市 株式会社豊国 3130001033066 コロナ禍の経営環境を見据えたカーシェア事業展開と地域社会・環境問題への貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ｍｉｃｃｌｅ 7130001061435 障害福祉施設サービス事業へ参入し経営の安定と社会問題の解決を図る 税理士法人優和

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ユ・メ・ミファクトリー 2130002022523 イタリア風観光農村「ピノッキオアグリコラ」における観光農村事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社岩田宝来屋 6130001008668 伝統工芸技術によるインテリア商材の富裕層向けショールーム構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社吟舞 1130001054097 フィットネスジム参入による経営リスクの分散と剣舞文化継承への貢献 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＰＬＵＳＯＮＥ 4130001056223 京都市内立地の利便性を活かした都市型グランピング場の運営 一般社団法人中小企業人材育成協会

近畿 京都府 向日市 株式会社リヴ 7130001024490 京都の地元地産地消の木材を活用した新しい住宅建設 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社京一屋 1130001057380 お米のＨＡＣＣＰ工場新設とドローンによる商品ブランディング 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 3130001008274 微細藻類由来の健康食品の開発・販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社伍八堂フードシステム 7130001059784 高質市場向け惣菜製造工場等への新たな取組 瀬口　絵美

近畿 京都府 宇治市 株式会社ミオシステム 3130001033751 プロスポーツ業界に対するＮＦＴ技術を活用したプラットフォーム事業 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ｂａｓｅ 8130001070212 東洋医学を活用した全身美容事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市伏見区 旭建鉄株式会社 6130001013734 ＮＣ加工機を中心にデジタル生産体制を構築し、牽引台車製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社二十八 1130001053264 合成繊維の生地を用いた全く新しい着物制作・販売事業 横山　泰之

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ツモロー 3130001027200 グループ会社のノウハウを活かし待機児童という社会問題を解消する為に、子どもたちの笑顔あふれる新規発達支援併設型保育所事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 山口工業 地域初となる老犬・老猫介護サービス施設の構築による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社アイ・サポート 6130001060339 片麻痺患者の為のリモート型機能回復リハビリプログラムの構築 京都商工会議所

近畿 京都府 舞鶴市 浦川設備工業株式会社 3130001055077 街の水道屋から地域密着高級食パン専門店へ思い切った新分野展開 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社日本果汁 1130001044981 ＢｔｏＣ商品販売拡大に向けた工場棟の新設・製造工程の自動化による生産体制及び衛生管理の強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ビバ 3130001018554 フィットネスクラブから子どもの創発的学びのプラットフォームへの事業再編 京都信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ＯＮＥ　ＬＩＮＥ株式会社 1130001066308 犬が最後まで楽しく暮らせる既存事業を活かした老犬ホームの設立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｔｙｌｅ 1130001045410 キッチンカー事業者向けセルフメンテナンス補助事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 履物関づか 和装小物製造の見地を活かしたファッションバッグの新規商品開発　及び　国内外販路開拓事業 丸岡　稔弘

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社エブリハ 8130001053679 ヘルスケア専門家によるオンラインコンテンツサービスの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ｆ＆Ｓ 2130001048552 アフターコロナの消費行動を見据えた会員制サウナとゴルフの複合施設 京都信用金庫

近畿 大阪府 池田市 ケイ・エル・サービス株式会社 7120901002803 ７０ｍ室内アーチェリー場の開設とアーチェリースクールの開校事業 阿部　恭三

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社パーソンズアンドフードサービス 6120001152509 寿司イートインから海鮮丼テイクアウト販売への業態転換で新メニュー販売による売上Ｖ字回復 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市北区 合同会社喜心 3120103003926 飲食需要における新分野での新店出店 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 トウデプラスワークス株式会社 5120001225570 フィルター組立を超音波溶着機を使用した製造方法に変更することによる業態変換 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 アクセス・ラボ株式会社 2120001226299 知識いらず！全て自動的にできるこ個人飲食店特化の会計ソフトの開発 株式会社アサユナイト
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近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ＴＰ技研株式会社 2120001162866 需要の増加している「強度評価用試験片」事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社国際交流センター 9120002063834 本番さながらの「実践」を全国の方に！短期集中日本語教師養成講座の新設！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｇｏｄグループ 5120001186887 専用システムと配信スタジオを導入し双方向ＴＶショッピング業態に転換 藤本　幸治

近畿 大阪府 和泉市 和泉砿油株式会社 2120101041193 既存事業の売上減少対策と、最大限のシナジー効果を得るための、認証工場設置事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｅｃｈｅ 8120901033327 「テイクアウトを併設できる専門店の出店と魅力のあるテイクアウト商品・飲食の提供」 矢倉　義之

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社アンビション 3120101029956 就労支援施設を開所し、障がい者と親和性の高いネット通販業、リサイクル業の業務に就いて貰い自立を支援する 川上　和久

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社ＧＲＥＳ 9122001031499 外車や電気自動車のタイヤ販売およびタイヤ交換事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社システムコーポレーション 8120001170021 不動産屋が挑む、地域の健康を預かる小料理屋への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｈ＆Ｍプランニング 4120001202389 ホテルレストランのテイクアウト販売とセントラルキッチンの設置 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社らいず 8120001204794 セルフで海鮮を焼いて楽しめる“浜焼き”店への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市福島区 ＫＧ株式会社 1120001168765 衛生管理も徹底した水産食料品製造業へ！無店舗小売業の挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クォーターバックカンパニー 5120001078382 ＳＮＳ活用で女性も活躍！ハーブテント＆洋服でライフスタイルを販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大東市 有限会社青木工業 1120002058899 解体業者が行うコミュニティ作りを目的としたスポーツ施設の運営 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ソレイユ 9120001189622 障がい者、学生、地域企業・住民間で共助が生まれるまちづくりを叶える就労継続支援Ｂ型の新設 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 チームキズナ 燃えよ不安！格闘技教室が営む、新米ヨガ講師向け貸スタジオ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＮＰＯ法人ＲＩＴＡＲＭ 1120005020204 農福連携におけるドローン活用と、ドローン操縦講習校の開設 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市西区 酒肆門 ２段階加熱の豚カツと豚加工品のテイクアウト・ＥＣ販売でＶ字回復 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ら・しーく 3122002005251 衛生管理のプロによる、旬のフルーツパフェで有名パーラーの味を 廣岡　茂男

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オザキ 8122001018002 看板の安全性確認の点検事業　大型印刷物事業 八尾商工会議所

近畿 大阪府 柏原市 株式会社小山 7122001025627 訪問系中心の介護から感染予防に特化した通所介護事業構築 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 寝屋川市 貴島整骨院 整骨院顧客も一緒に利用♪アロマ＆足湯で心と身体と地域を健康に 廣岡　茂男

近畿 大阪府 茨木市 株式会社Ｚｅｄｄ 7120901040324 大自然で出会いを育む！滋賀県でのアウトドア婚活で出生率向上 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｌｉｎｋｅｒ 1120001225822 アプリを活用したインタラクティブな双方向韓国語オンライン授業 税理士法人エスジーエフ

近畿 大阪府 大阪市西区 つなぐ こだわりの生パスタとピンチョスを届けるデリバリー専門店の新規展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社松下ソフト 3120001058469 ５Ｇローカル無線通信に関する計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウェバートン 3122001012174 ＩｏＴ技術を用いた最先端の高齢者見守りＩＣＴソリューションサービス 石川　明彦

近畿 大阪府 大阪市城東区 東陽建装有限会社 1120002077321 資材の組み合わせでコスト減＆納期短縮！「世界にひとつだけの間取り」の戸建住宅建築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社メンバースペース 9120901015290 飲んで買って届く－新スタイル角打ちスペース設置による事業変革 岡田　明穂

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社星輪 1120001038662 人気焼き菓子カヌレの専門店。美味しさそのまま低価格を実現 辻　泰崇

近畿 大阪府 河内長野市 柚乃香 五感で味わう料理、お客様の心和むお店づくりとリピーター構築を目指す計画 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ナック 7120001168933 当社の強みを生かした「４プライス！男性専門理容室」事業 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

近畿 大阪府 泉南郡岬町 ｍｏａｎｉ　ｂｙ　ｋａｈｕｎａ 大阪市内から１時間！コロナ禍でも安心して楽しめるオーシャンビューの宿 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社とっと 7122001022624 マルチブランドの高級デリバリーを中心に海鮮イートイン・テイクアウトも行う飲食トリプルサービス事業 安田　壽夫

近畿 大阪府 豊中市 有限会社明テック 9120902021775 精密溶接による医療分野への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｌａ　Ｃｉｃｅｒｃｈｉａ 大人空間へのこだわりで新しいイベントを演出するレンタルスペース事業 玉置　裕子

近畿 大阪府 吹田市 株式会社７１ＧＡＲＡＧＥ 9120901038218 シュミレーションゴルフのレッスンスタジオへ新分野展開 森田　寛子

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社中嶋製作所 3120001010628 長寿命化で確実に需要の伸びる医療用部品（人工関節等）製造への新分野展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 麺や一帆 鶏とスープづくりの工房　工場一帆でのテイクアウト鶏料理の展開 税理士法人ライトニング

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社林組 4120001190436 「Ｋポップダンススクール」開設による地元コリアタウン活性化事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 まるい飯店 次代の町中華を応援！餃子餡販売＆テイクアウト専門店への展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社朝日空調サービス 8120001148918 ＣＯ２削減を可能に！自家消費型太陽光パネル販売事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社トリトトラ 9120001203309 菓子製造業から、クラフト雑貨企画・販売業への新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＬＢＬ株式会社 6120001221461 ＥＣ販売と高機能脱毛器による事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 綜合レジャー株式会社 9120001139404 動画制作・動画編集事業、リフォーム工事・工事業への事業転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社中瀬古工務店 4120101054152 建築業で培った知識やノウハウを活かし家具製作事業へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スコンクワークス 8120001218695 テイクアウトを徹底的に強化してコロナ禍に対応する「ネオ中華」への挑戦 税理士法人村上事務所

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社ぼんじりフーズ 6120101049935 新しい生活様式に対応し地域活性化を目指す飲食店の業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社サンメイド・グループ 9120101023994 既存の引越し・一時保管事業の強みを活かした、リユースショップ事業への進出 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社山村食品 5120001086856 巣ごもり需要を取込む新たな切り口のスイーツ系冷蔵品開発事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＨ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8120001204596 本場韓国の味をリーズナブルな価格で楽しんでいただける韓国風焼肉店の開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイズプロジェクト 1120001078799 ＳＤＧｓ体験！ワークショップイベントの企画＆アップサイクル商品の販売事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社きしかん 9120105005881 本業のいちご狩り苦戦の中、おうち時間増加に着目した造園業へ業種転換 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社岩鶴工務店 1120001004796 消費者と建築家の意思疎通のズレを埋める、ＶＲ空間モデルハウス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 東洋自動車株式会社 3120001157881 福祉車両整備ノウハウを活かし救急車等の特装車整備へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 吹田市 ３３３ｓａｎｍｙサンミ 近産地配！農家直送、新流通ＥＣサイト「お福分け．ｃｏｍ」の運営 神谷　拓摩

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社元朝 4120101037017 発酵でみんなが発幸する空間プロデュース 貴多野秀史

近畿 大阪府 大阪市住吉区 創作イタリアンバル　シャバーノ キッチンカーでの移動販売による事業転換 那須野　勇気

近畿 大阪府 八尾市 有限会社佑和 4122002015167 懐石料理の味をヘルシー２４時間提供、地域住民健康サポート事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社アルベール・インターナショナル 7120901029714 アクアリウム用ナノバブル発生器の開発、販売 箕面商工会議所

近畿 大阪府 松原市 オフィスふき 兵庫県初出店お弁当屋さんが本気で作ったＦＣ唐揚げ専門店 藤井敦

近畿 大阪府 富田林市 ユーアールエス株式会社 1120101050526 タイ古式マッサージ店への新規参入により経営の多角化を実現する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社プレミオ 4120002068284 パチンコ店からお好み焼き持ち帰り店への転換 税理士法人ＦＡＣＥ

近畿 大阪府 羽曳野市 トータルオートサービスゲイリー 強み（整備・企画力）を活かし、特殊車両（キャンプ車）事業へ進出 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 豊中市 中西怪奇菓子工房。 ホラー菓子を地元の『目玉』に！自動販売機設置による販路拡大（業態転換） 京都信用金庫

近畿 大阪府 松原市 土師酒店 焼き芋等のテイクアウト商品を提供するキッチンカー事業の展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社オノウエ 8120001017049 新たに海外の飲食店、卸への水産物輸出販売で業績回復を図る 山本　文則

近畿 大阪府 堺市東区 創作ダイニングキッチンぺぺ ホテル仕様のフレンチトースト、パフェ等のスイーツテイクアウト販売事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 ヴェネーション株式会社 4140001084297 大阪本町でアフターコロナを見据えた本格的香港広東料理専門店の取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社フジモト 9120001010944 大阪府産材を活用した総合的な内装木質化リフォーム自社事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大東市 株式会社ＡＡＡ 8122001025790 季節に合わせたテイクアウトメインの飲食店舗事業 金園　英也

近畿 大阪府 東大阪市 アークテクニカ株式会社 3122001031579 鶏肉好きの金属加工屋が企画する無煙ロースターによる焼き鳥事業 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市北区 チョットバルブゥ 唐揚げ専門店ぶーちゃんのからあげ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 サンプラスツーリスト株式会社 2120901015264 福祉用具を利用して『楽しい健康長寿』を延ばす事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ヨンキー 3120001185676 不動産空き部屋を活用した無人エステサロンの新分野展開 北村　真吾

近畿 大阪府 大阪市西区 アンダマン・フェニックス株式会社 9120001041205 小劇場「世界館」において、新たにライブ配信事業を行う。 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 池田市 ユーエスバレー・ラバー株式会社 7120901033856 愛好家の期待に応えるビンテージバイク復刻パーツの内製への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社蔵王 1120001132969 資産価値の高いお酒の権利売買システム「ＷＧＡＩＮ」の開発運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市西区 泰工業株式会社 4120101022836 自動溶接ロボット導入による農業機械用部品の製造への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リアルドリンクス 3120001170728 地球環境に配慮した事業としてエシカルカフェ＆バーを新規開業し新分野へ展開する 浦田幸一

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＣＲＥＷ 7120901018246 たこ焼き＆スイーツ類のキッチンカー移動販売と新商品開発 税理士法人セルボ・クレール

近畿 大阪府 大阪市城東区 八十八建設株式会社 4120001191517 マイ防音室で快適なリモートワークを。個人向け防音ショールーム 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェイエス 8011001124705 ネイルサロンと連携しコト体験を提供するカフェへ新事業展開 枚方信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社セイユーネットワークシステム 4120001107638 中小運送業者の競争力をＵＰ！経営課題まで解決する荷物位置提供アプリ開発 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社池田食品 3120001032143 地球環境と健康に貢献！有機野菜の実店舗・ＥＣ販売および飲食事業への展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＯＮＥ 6120001211272 お寿司で感動を！コロナ渦でも選ばれるお店の開業 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＯＮＥ 2120001165035 海鮮居酒屋の仕入力と商品開発力を活かした「オーガニック専門店」の開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｍ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 9120001145914 キックボクシングジムのレーシングシミュレーター事業への展開 武田　一

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社アクアテイメント 1120001161290 「５Ｇ普及を背景に、バーチャル技術を活用した教育素材コンテンツの制作と受託業務の展開」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 コクリキ商事株式会社 8120901041858 新分野展開！　活魚貝卸専門店の刺身用むき貝（加工冷凍）で新たな販路拡大の取り組み 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 情熱うどん讃州新大阪店 セントラルキッチン導入による外食向け受託製造業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社上場 3120902009660 ロードサイドラーメン店におけるテイクアウト専門うな丼店開業事業 高槻商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 株式会社きれい館 4120101050382 本格的体験のできる高級民泊とプライベートレストラン事業 松浦　道昭

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰＯＧＯ 4120001193604 麦芽かすを原料に環境配慮型の焼菓子の製造販売に地域連携し挑む 白川　淳一

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スタジオマル 3120001197044 プロ向けに貸し出しできるデジタルコンテンツ制作スタジオの構築 小松秀一朗

近畿 大阪府 堺市東区 ヴィーガンカフェあすか 古民家を活用した、田舎暮らし体験宿泊施設事業の運営 堺商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 今井食品 惣菜等の店舗販売と充填豆腐等のＥＣ販売を導入する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社クローバー学院 6120002054126 日本と海外を繋ぐ外国人のための日本語学習プラットホームの構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＴＯＭＯＨＯＭＥ 5120001138384 高齢者と地域を守り不用品を再活用、ネットショップでリユース 西　由恵

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＨＡＮＡＢＵＳＡ．ＡＧＣｏｒｐ オリジナル手羽先唐揚げのＦＣ本部構築。ＦＣ多店舗展開事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ケンタッキー 2120001101452 アトリエをイメージした自然光が取り込めるレンタルスタジオ運営 上田　兵二

近畿 大阪府 大阪市城東区 ケーエムカンパニー 感染症で打撃を受けた衣類卸売業者が社運をかけて児童発達支援事業に取り組む 税理士法人関西総合会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 宮崎郷土料理　どぎゃん 当店人気のチキン南蛮でＦＣ本部を構築しＦＣ多店舗展開する事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＲＩＬＬ 5120001167763 天津飯のテイクアウト・デリバリー（一部イートイン）専門店 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 よし善 韓国旅行を疑似体験できる本場韓国料理店＆テイクアウトの展開 中川　竜太

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＧＱ株式会社 2120001193523 中古車買取から販売まで高付加価値なワンストップサービスを提供する中古車買取販売事業の構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　ＳＴＡＲ　ＡＮＧＥＬ 非対面のプロ占い師養成講座と電話占い鑑定サービスの展開 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社富士工業 6120101028526 老舗飲食店を立て直せ！コロナ禍でも成長する焼肉店事業へ業種転換する 株式会社八咲

近畿 大阪府 枚方市 キウイゲームズ 「中古ホビー事業」参入 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ヘアースペース　サウスモンド ヘアサロン事業から、脱毛サロン事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社プラスシステム 8120003016503 フードコートビジネスモデルへ★ランチ×テイクアウトメニューによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｇｒｏｗ 7040001103832 「放課後デイサービス」で子どもの発達と居場所づくりを支援する新事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 一般社団法人パピヨン 3120005017999 利用者の選択肢を増やす療育およびグループホームへの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ＤＣダイニング 9120003012220 イートインを併設したコーヒーとワインの物販事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西成区 スポーツバーニコ コロナ禍で疲れた方へ居場所の提供。地元で愛されるおばんざい店への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市浪速区 一心茶房 店舗移転とテイクアウト開始により地方経済の活性化に貢献 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ウイステリアフーズ 1120001220947 バー経営者が挑戦する、セントラルキッチンを活用したこだわり肉料理の提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社グリーンスペースオオサカ 3122001018361 スケボーで遊んで疲れたら、家に帰って観葉植物に癒してもらおう！ 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＡＴＥＲＥＡＬ 7120001205604 個別のニーズに対応する、育てるつながるレンタルスペースの提供 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＯＺＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 1120001159698 ドローンを活用した商用パイロット・プログラミングスクール事業 稲田光浩

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ディー・トラスト 5010401062963 人とペットの健康に特化したペットカフェ・ペットフード販売という新分野展開を通じて、地域密着型の業態へと繋げる事業 大山　俊郎

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 北野裕典 非接触型焼肉店への業種転換 トーマス株式会社

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 美容室シャンプー 完全個室・全天候型シュミレーションゴルフ練習場の開設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ｉｓｈｉｍｏｎ 1120003010322 海鮮居酒屋からオーナーの経験を活かした和食×専門料理店への事業転換プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 柏原市 総合芸能センタ－キャッチ スタジオを改修、設備投資し俳優養成からミュージシャン育成まで事業を新展開する。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 堂島珈琲株式会社 2120001221688 飲食店とドリップコーヒー卸事業を展開する当社が新たに移動販売型飲食サービスに取り組む事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社ＹＵＴＡＫＡ 7120003014243 大阪コリアンタウンで韓国学生服レンタルもできるセルフ写真館開店 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市北区 和み酒仁 ＥＣ販売の新規出店で、売り上げのＶ字回復を図る 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 高槻市 株式会社スターコーポレーション 5120901018207 テナント入居者の未使用スペースを有効活用した脱毛サロン事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ホーメストホーム 4120001105435 緑を取り入れた暮らしの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市浪速区 湯煮温 熟練トレーナーによるパーソナルジムの運営を通じた事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ブルームギャラリー 写真作品販売業からプリントサービス事業への業種転換 岡本　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大阪浪花家 3120001202563 伝統ある暖簾を受け継ぐたい焼き店の冷凍販売による販路拡大 西谷　友香里

近畿 大阪府 大阪市浪速区 鉄板洋酒場ホタルカゴ ラーメン屋の開店とオリジナル冷凍ラーメンの非対面販売の実現 税理士法人マスエージェント

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社オクガワ 6120001011945 磁器健康衣服及びサポーターの磁石接着加工 税理士法人ＫＴＳ

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒりんどうの花 ケーキの販売による昼間営業の強化 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市港区 合同会社からふるケア 6120003008510 療育ノウハウを活かした生活介護事業所の開設による事業再構築 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Ｂ－Ｑｕｅｓｔ 2122001029459 コンセプトカフェ「秘密１１区」の運営と専用アプリの開発 吉川　広崇

近畿 大阪府 八尾市 株式会社テックプラン 6120001145586 自動溶接機の導入によるプラントにおける配管工事一括受注の実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 コージー バー経営者がコロナ禍で活況なペット美容院を開店し売上回復を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 堺市西区 公文式　東深井教室・津久野駅前教室 発達障害児の指導支援を行う施設“児童発達支援事業”の新規開業を行う 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 若葉自動車工業株式会社 2120001072297 サブスクリプションの洗車サービスへの応用による事業再構築 高石　英二

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゲット・ワン 7120001126016 美容室と消費者をターゲットとしたＥＣサイト構築による業態転換 金﨑　卓也



12 / 32 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 大阪府 和泉市 斎藤創研 新事業“オーダ―メイドのサーフスケートボードの制作”を行う。 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リーパス 4120001195030 水耕栽培野菜の飲食事業の展開によりコロナ禍の需要をつかむ計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ビゼン 5122001008815 高精度ＥＶ車用金型部品の製造とＩＯＴの活用による生産性向上計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 合同会社グロウススピリッツ 5120003021225 「ラクリス」導入による眼精疲労改善サービスの開始 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ポテンシャルユナイテッド 8120001119010 デザイン修正業務のテレワーク化に貢献するアプリサービス 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社オレンジフィールズ 5120001188256 エコアクション 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 チュロカアーラ 人気商品チュロスを冷凍でも美味しく食べれるように開発＆ＥＣサイトでの販売による再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社会津屋 2120001002849 たこ焼き発祥の店が仕掛けるたこ焼きパーティーの全国展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市福島区 合同会社ＮＭＫ 4120003009378 すし職人ひとり占めサービス事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ オーナーの経験×近隣ニーズを掛け合わせたテイクアウトピザ屋への再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ケアフリー 5120901017290 訪問介護から業態転換、就労支援事業で課題解決を地域と取組む。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社美幸 7120101059561 無人自動販売機を設置したたこ焼き粉販売のＦＣ店開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 粂澤フーズ有限会社 1120002035320 『くわ焼』を千日前の顔に・（ＥＣサイト・中食外販、リビング割烹） 片岡　令

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｎｏ．Ｂ 5120001203642 大阪から東京へ！バーからランチメインの業態へ転換で　Ｖ　字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 泉大津市 水野直美 懐かして新しい、文化承継くるみ餅カフェ運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社きはる 1120101034660 地域活性化への取り組みを機としたご当地和菓子製造小売事業への業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社セキ測量調査 3120101057049 ドローンの活用による３Ｄ点検事業への進出 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アーダント 6120001014213 放置自転車警告ステッカー事業への参入 松本　圭介

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＳＷＩＭＹ 9120901037698 一人一人に合わせた指導を行うスポーツクラブへの挑戦 柴原　重太

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｙ’ｓＡＰ 8130003004465 積丹町の有機野菜を全国へ。観光客向け食品ＥＣ　販売と直売所運営 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 コクホー株式会社 7120001014815 業界初！ランドセルのサブスク参入による新しいラン活の提案 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＲＩＳＥＳ 5120001122693 本場四川の食材を使った担々麺専門店の展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社木彫前田工房 1120001234410 木彫作業の自動化のための機械装置の導入による生産システム転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 にぎり寿司専門店　真田丸 ウィズコロナ時代に対応する「出張寿司カウンター」サービスの開始 吉村　友彰

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｆ＆Ｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ 6120001217468 家族の団結力を活かし、実店舗と冷凍自販機で行う担担麺専門店事業 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｍ＆Ｕ 6010401137525 マッチングプラットフォームのシステム開発 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 堀岡亜紀 激しいダンスや音響をいつでも使用可能！レンタルスタジオ事業 中部税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社西万水産 7120001204960 コロナ禍でも集客可能な少人数高級寿司店業態の出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 枚方市 大日自動車商会 トラック専業の中古車販売店が板金塗装事業を新たに 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市浪速区 任秀夫 鳩の飼育ノウハウをオンラインで世界へ発信 井上　裕光

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ニコプロ 2120001146613 コロナに打ち勝つ小規模日本料理店の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市都島区 レインボー不動産株式会社 4120001008976 マイクロツーリズムを楽しむ「奈良五條の郷」古民家再生計画 田川　智洋

近畿 大阪府 豊中市 株式会社エッグレイ 7120901035290 小規模ビジネスのＭ＆Ａマッチングプラットフォームの構築 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ｂｒｉｄｇｅ 7120001101539 多角的販売手法の導入による売上拡大と既存事業のボトムアップ 坂本　啓介

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｒｉｃｈ　Ｈｅａｒｔ 1120001209437 熊野本宮大社に因んだラーメン屋「八咫烏」開業での新分野展開 杉江　麻希

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アライアンスバンクジャパン 9120001220840 自家消費型太陽光発電システム分野への参入による事業領域の拡大 濵田　隆祐

近畿 大阪府 大阪市中央区 ヴィーノマンマルーヴァ ワインソムリエ　によるイタリアワインの小売販売ネット販売事業の展開 金園　英也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社コレット 3120101048691 最新調理設備の導入による低糖質ケーキの開発・製造で事業再構築を図る 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 高石市 冨貴屋クリーニング店 改札口でたとこで、クリーニングとお好み焼きと鉄板焼きをどうぞ。 市山　優

近畿 大阪府 大阪市都島区 けとばし屋チャンピオン東三国店 馬肉専門店から「完全個室の焼肉店×働き方改革を応援する個室貸し事業」への転換 行方　康洋

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エスドットジャパン 5120001199534 スポーツダンスウェアのＥＣ販売で目指すグローバルニッチトップ 野村　早希

近畿 大阪府 池田市 Ｍｉｌｆｏｉｌ ４０代〜５０代以降の女性向け自然派染料を活用したヘアカラー事業への事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社和上ホールディングス 3120001162667 脱炭素社会実現する再生可能エネルギーの人材育成と派遣事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市旭区 立ち飲屋いどや 非接触時代に対応したカウンターのみの一人焼肉店展開事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ギンガム・ジャパン 3120001106938 高級革ハギレをリサイクルしたオリジナル商品の開発による収益拡大とＳＤＧｓへの貢献を実現 田附　貴章

近畿 大阪府 豊中市 鉄板厨房広島焼きお多福 無人餃子販売 野々口　精

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社丸市菓子舗 7120101006919 本物の味が実現できるオリジナル伝統和菓子創作キットの提供 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社祥風 8120003014861 「ＡＩ」と「ＶＲ」２つの車輪で技術革新！最先端を走る！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｑｕｅｓｔ 5120001126190 オンラインプラットフォーム（仮称「１つから作れるサイト　ＢｔｏＣ＋Ｃ」 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市城東区 ｈｉｌｏｎａｉｌ 食文化のスペシャリストと業務提携して挑戦するビーントゥバーチョコレートの製造販売 岡田　啓秀

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アーチプラス 2011101075515 美容業界から強みを活かした健康業界への進出 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 茨木市 中央自動車株式会社 1120901001364 自動車整備業者の技術を生かしたオーダーメイドトレーラーの販売 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 大阪府 高石市 ＳＩＲＩＵＳ ネイルサロン事業一本からの脱却！脱毛サロン開業で新分野展開 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 東方一永株式会社 2120001096197 「街ＭＡＬＬ事業と無人アパレル店舗による事業展開」 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社宝樹 2120001089787 サブスクリプションで管理物件の修繕不備リスクをゼロに 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ジーフェイス 6120001124870 女性活躍を応援！ｗｉｔｈコロナ対応型店舗開業による事業再構築 松本　常裕

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｅｃｒｕ 6120001161427 高級中古車の小売事業進出による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 ゼネル薬品工業株式会社 7120001065981 ＢｔｏＢから通信販売を活用したＢｔｏＣ事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ＡＬＴ株式会社 2120001154046 トリミング人材、ペット関連業人材の求人ポータルサイトの運営 瀬川喜子

近畿 大阪府 羽曳野市 ＰＡＮ　ＨＥＡＤ パン屋の技術と経験を活かしたオープンドッグカフェで地域に貢献 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社辻熔工業所 7120001002183 大阪モノレールのレール下アンカー架台製造の新事業展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＡＳＯＢＩＬＩＴＹ 9120901036353 スポーツチーム向けコンサルティング経験を生かした個人向けトレーニング指導 星　雄仁

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社パンプ 7122002006634 地域有機食材を活用したアイスクリーム製造工場新設とアイスクリーム製造卸売業への業種転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 フォレスコ株式会社 1122001027810 Ｗｉｔｈコロナ時代の完全個室による非接触対応可能な脱毛サロン 裏野　榮士

近畿 大阪府 大阪市浪速区 さくらＢＡＲ 新分野展開ヒーリングサロン 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社フェニーチェ 7120001168990 「飲食専用コンテナ店舗」ＦＣ業の立ち上げとトレーニングセンターの建築 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｙｏｕ　ｎｅｔ光 9120001211311 認知的不協和を解消！オンリーワンオーダースーツ・デジタルラボ事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社イソップアカデミー 3120102019675 オンライン英会話アプリと出張英会話教室で相乗効果！新事業展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社テジット 6120001209151 日本文化の足袋ソックスと布草履を自社ＥＣサイトで国内海外へ販売する新規ビジネス 矢野　昇弘

近畿 大阪府 高槻市 株式会社リグロース 7120901040415 子供たちの「遊びと発見」をテーマとする体験型民間学童保育事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 Ｓｈｏｔ　ｕｐ合同会社 9120003015322 無料教室開催機能を備えたコワーキング事業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング
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近畿 大阪府 枚方市 レストランＰａｌｅｔｔｅ 結婚・妊活から子育てまでをトータルにサポート 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイソイー 6122001030792 住宅設備機器の販売・設置事業から飲食業（オイスターバー）への事業再構築計画 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社アステール 8120001222227 ネット墓 毛保　好晴

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社早坂 4120001133295 芸能人御用達のケータリング店が行うレトルト＆冷凍食品の販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ａｓｓｏ 9120001240905 イタリア文化を通じた地域・環境再生イノベーション事業 原島　健彰

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社道匠工房 2120101063683 企業のコミュニティ活動市場上昇に対応する、スポーツウェアオーダー製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｄｅｎｔ株式会社 8120001196636 民泊運営代行業からゼログラビティカレー販売へ サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社広告社 8120001229577 広告代理店が取り組む、大阪鶴橋・韓国をつなぐプラットフォーム構築 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社カトーデンキ 1120101060112 電気工事士による木工品製作販売への挑戦 中村商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 添縁株式会社 6120001216197 居抜き物件のマッチングシステムで外食産業活性化 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｈａｎｇｅ 5120001224886 コロナ対策で、パーソナルジムからオンラインパーソナルジムへ 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｕｐｓｔａｉｒｓ 4120001132966 セルフエステ店と美容鍼のＥＣ事業＆サブスクリプションサービス 亀山　俊彦

近畿 大阪府 箕面市 株式会社角英 7120901030928 おいしく安心して食べられる冷凍無添加スイーツ製造・小売り事業 髙谷　浩忠

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社谷工務店 9120101061061 障碍者グループホーム事業 吉尾　正巳

近畿 大阪府 箕面市 福丸酒場 パンの製造直販と冷凍パンの卸販売で販路拡大し売上向上する事業 岸本　彩子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＣＯＢ 3120001229937 マンション向けモデルルームを活用したリノベーション事業 岩橋　亮

近畿 大阪府 高槻市 合同会社スノーフレーク 7120903001489 知ってくださいｐｒｏｊｅｃｔ 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 葛城煙火株式会社 5120001003134 アフターコロナにおける新たな花火の楽しみ方「Ｍｙ花火大会付き文化体験ツアー」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ケイエヌジー 5120101028972 印字データ入力の自動化によるタグ印刷事業 細川　雅教

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｔｈａｎｋｓ－Ｕｐ 4120001223014 唐揚げテイクアウト専門店の出店ー雇用が維持できる基盤づくりと多店舗化ー 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 箕面市 Ｅ＆Ｃサポート株式会社 1120901031337 オリジナルドレッシングのＯＥＭ販売による新事業展開 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ちゅるんカンパニー 7120002061237 最新ＩＣＴの次世代映像技術が使用できるスタジオ運営とレンタル展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市港区 ＴＫ企画合同会社 4120003014353 江戸期の街並みが残る観光地で無人宿泊施設の運営に挑む 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市港区 居酒屋ふるさと　天保山店 居酒屋から和食メインのランチ・定食業態へ転向するＶ字回復プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 八尾市 ホルモンロー 居酒屋業態からの脱却！少人数割烹スタイル×焼肉店へ事業転換でＶ字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 和泉市 なかつかんぱにー リアルとヴァーチャルを繋ぐ「台湾スイーツ×アニメ動画」で移動式漫画喫茶 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社木之本工房 7120002068884 店舗向け、演出効果が高い店舗外装および店舗看板の製造・施工事業 経営ビューイング株式会社

近畿 大阪府 守口市 有限会社オフィスＴＡＣＴＯ 7120002081061 企業間取引データ転送サービスのクラウド化でＤＸを実現！ 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ディ・ライツ 3120001106137 人の健康に未来を！臨床試験の支援業務に進出 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 富田林市 有限会社南喜久 1120102018241 味覚と視覚を震わせる〜キッチンカーで届ける本格握り寿司〜 大同信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＣａｆｅＢａｒかし尾 古民家の遊休スペースを活用した多目的レンタルスペース事業 青松　植

近畿 大阪府 大阪市西区 リーガルクリエイト法務事務所 訪問介護事業による認知症者の自宅での自立支援事業への挑戦 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 天神ポルポ ワインに合う高級チーズテリーヌを通販し成長する家飲み需要を狙う！ 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市平野区 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 9120001242463 就労継続支援Ｂ型事業所での規格外青果物（フードロス）販売及びフレッシュジュース販売（非接触型） 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社源氏 8120002035454 日本の食文化である蕎麦を世界に広げ国際市場で競争できる製造業への事業転換 川村　純一

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 アンドワイ株式会社 8120001132608 発酵食品・お酢飲料の米国進出プロジェクト 智創税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｋｉｎｇ　ｐｒｏｊｅｃｔ 9120001166472 「人気ラーメン店」が全く新分野である「酒販店」への展開を実施 日和佐　恒雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファイブディアライフ 2120001214766 肉の端材を活かした自社商品開発の流通による事業再構築計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 岸和田市 辰巳織布株式会社 9120101037086 ＥＣ販路の新規構築及び新規製品事業の立ち上げ 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＯＴＳ 2120901002766 環境に特化した新たなライフスタイルの提案！設備工事業からＤ２Ｃ事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リープ 5170001014944 ビレッジハウスの不動産フルリノベーションで内装工事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 高石市 株式会社ハウス・ブリッジ 6120101029607 ワンストップサービスを可能にする住宅サポートノウハウの承継 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 有限会社石橋 8120902013773 寿司屋、焼き鳥屋、おでん屋のコラボーレーション 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 富田林市 中華居酒屋蒼河 中華居酒屋蒼河キッチントレーラーによる移動販売計画事業 鳩間　正伸

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ジョージ建設 4120901035401 既存事業とシナジーが見込める遺品整理事業への参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 セブン　フォーチュン 介護と美容を両立する新しい出張×店舗型脱毛サロン 大原　健佑

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クリーチャー 5120001163151 完全テイクアウト型食パン専門店の運営 碧山　雄貴

近畿 大阪府 池田市 株式会社菜々海 6120901034756 居酒屋が手掛けるテクアウトを主体とする『お茶漬け・雑すい』専門店事業 濱崎　恭明

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社永縁 6120001200936 事業者連携を強化し重症心身障害児に特化した支援事業への取り組み 吉野　恵子

近畿 大阪府 堺市西区 ミキ造園株式会社 1120101002080 造園業のノウハウを活かした、新コンセプトの宿泊事業に進出する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ラビリンス ウイッグとトータル美容サービスで新たな顧客を獲得する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社壱流 3122001032767 老舗ラーメン店が健康と本物志向に応える外食産業向け製麺業に進出 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ａｔｅ　ｄｅｓｉｇｎ 1120003006171 デザイン技術を応用したリッチコンテンツ制作とドローンによる新規サービスの開発 長井　寿郎

近畿 大阪府 岸和田市 カラーズ ジュエリーとベルギーチョコレート、小さな高級品たちが奏でる相乗効果 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社座庄八グループ 8120102002123 コロナ禍で売上が減少。駅内立地を活かし居酒屋から焼肉店の出店で事業再構築 税理士法人ユーマス会計

近畿 大阪府 大阪市平野区 ＡＭＫ合同会社 5120003015862 テイクアウト焼鳥店にて地元密着営業を展開する新分野進出計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 守口市 彩菜美酒さくらこ 地元特産の野菜を活用！健康志向の野菜スイーツ専門店 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 承宇株式会社 5120001184040 デリバリーやＦＣ　展開の為のセントラルキッチン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ワンナップクリエイティブサービス 8120001128969 ＷＥＢプログラミングスクール事業 森　健史

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社祥福企画 1120101009786 ビュッフェスタイルからの脱却！安心・安全の半個室型健康食レストランへの業態転換！ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＷＷ 7120001224471 酒類販売市場における記念年洋酒オーダーギフトの販売 仲橋栄治

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社しょうわ 3120001117068 大好きな【キャラクター（ヒーロー）やスポーツ選手】から【子どもたち】へ手紙が届くサービスの開発 太田　真行

近畿 大阪府 大阪市城東区 北宅　るみ 美容エステサロンが「ポールダンス」を取り入れた新たなパーソナルトレーニング事業に挑戦 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ティーズファクトリー 7122001029157 障がいを持つ子どものサードプレイスを提供する事業 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社みやび商産 3120001135994 新たな大阪名物を創作する「セントラルキッチン兼テイクアウト店舗」の設置による通信販売・中食事業への展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 かりていも コロナに奪われた家族愛を食と癒しとエンタメの融合で取り戻せ！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 守口市 守口実業株式会社 9120001156853 コロナ後の経営環境変化に対応した女性・少人数向け居酒屋の開店 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社本気イングリッシュ 8120001225411 世界で活躍するグローバル人材育成の為のオンライン英語学習とオンライン国際交流支援事業 友田　明徳

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セラヴィ 4120001129938 飲食コンサルタント業のノウハウを活かした、自社独自のラーメン店の経営に挑戦 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 交野市 和心フーズ株式会社 2120001200411 食品に関するＯＥＭ（製造の受託）事業 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＥＮＤＬＥＳＳ 4120101028593 〜コロナ禍でも気にせず外出できるキャンピングカーレンタル事業へ〜 株式会社関西みらい銀行
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近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社ｅ－ｓｙｓｔｅｍ 3122001014807 一般貨物自動車運送事業への進出でワンストップサービス構築へ 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ペイフォワード 9120001191999 オーダーメイド刺繡加工を施した、衣類、小物、ペット用商品の製造販売オンラインサービス 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市城東区 あわとく 安心して楽しめるレンタルスペース運営による地域活性化 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＰＵＬＬ－ＮＥＴ 9120002067711 全国の食品業者が低コスト・手軽に出品できるＥＣプラットフォーム 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社塚田 2010901026603 オーダーレンタルウェディングドレス＆タキシード 酒井英昭

近畿 大阪府 大阪市都島区 合同会社麟 5120003013998 台湾特化型物産店及び自社ＥＣサイトによる小売業〜台湾と日本の架け橋プロジェクト〜 税理士法人和

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ウッドライト 8120001139818 冷蔵、冷凍焼売の製造を行い１テイクアウト２デリバリー３通販での販売を実現する新店舗の開店 横尾　美晴

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社バックバンク 1120001226473 最新の瘦身エステによる身体に負担を掛けないボディメイクの提供 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 スリーアローズ株式会社 7120001065560 スタジオを活かしたシェアオフィスビジネス 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ株式会社 3120001186204 シニア層向けＣＧデザイン等ＩＴ全般を学習する教室事業 中川諭

近畿 大阪府 堺市南区 アールサンロク おしゃれ空間を演出するキャンピングトレーラー販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ファンカンパニー株式会社 7120001202147 既存事業の強みを活かし、リユース市場に挑戦！ 樋山　博一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳｃｅｎｅｒｙＳｃｅｎｔ 1120001219782 メタバース空間でフレグランスを作るＡＩオーダーメイドサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 旅ｃａｆｅ黄色い家 和装着付及び藍染による日本文化の体験事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｒ　Ｓｉｐ ウイスキー専門バーから日本初のＳＤＧｓグッズ販売をするＳＤＧｓバーへ 寺井智之

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｓｏｕ 3120001178234 みのおキューズモール新規出店における飲食業と物販業の多角化戦略 山村　三郎

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社マスダ 5120001021656 建築金物の卸売業から、デジタル技術導入を伴った小売業への挑戦 福井　正嗣

近畿 大阪府 堺市東区 有限会社ホームティーズ 5120102007083 遺品生前整理・ハウスクリーニングによるトータルサポート業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 ハナカンフーズ株式会社 1120001177881 「宅食」ニーズに応えるネット通販事業と冷凍食品の卸売事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アンパサンド 6120001206990 ＷＥＢ広告代理店が「ホームページ及びＥＣサイト制作プラットフォーム事業」に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社イカリフーズ 8120101053530 大阪港引き揚げ直送の生シラス弁当テイクアウト事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市西区 泉谷電気工事株式会社 1120101042151 電気工事から電気保安・試験までワンストップサービスの提供 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 ｍｕｓｕｂｉ フリーランス歯科衛生士から予防歯科のドーナツ屋へ 安田　史朗

近畿 大阪府 大阪市生野区 喫茶ファジー テイクアウトサービスによる事業再構築の実現 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラウンド 6120001185491 小規模不動産仲介業の高効率運営を支えるコミュニティ事業 福井　正嗣

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＴＯＭＦＯＯＤ 4120001217866 健康づくりを創造するセントラルキッチン併設店舗による新分野展開 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 東大阪市 竹野株式会社 9122001004397 プロ品質フォトアルバムのプラットフォーム展開に挑戦 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社タイセイ 5120001108866 自宅に居ながらホテル＆料亭一流の味を！「うまかもんお届け市」 近藤　洋史

近畿 大阪府 堺市堺区 膳のすたいる 居酒屋から無添加アイスクリーム一環製造へのチャレンジ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハラタ 2120001069112 印刷業から福祉業界への展開！利用者様によりそう訪問介護事業・介護福祉用具貸与事業・介護用品販売事業を展開します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 茨木市 株式会社幸 1120901039297 デジタル技術を活用した完全個室のセルフエステサロンの整備 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社のんのん 8120001087001 ｍｏｏ　ｎｏｎ　ｎｏｎ　による越境ＥＣ事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 貝塚市 青木知久 感染症の影響を受けたフレンチレストランが新分野としてデリバリー事業を展開し、社運を賭けて売上を回復する 竹田　恵里

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ｓｔｅｌｌａ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 4120001213056 内面からアプローチホリスティックサロン事業の展開 金園　英也

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社柿久 6120001213252 空調工事会社が始める換気の行き届いたニューノーマルな飲食店 野村　早希

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ホワイト急便尼崎 7140001051220 通所型リハビリデイサービス施設の展開 税理士法人エール会計

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社クレイグ 9120101054437 美容室でできる光フェイシャルフォトエステ及び光脱毛のサブスク事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 交野市 魚問屋株式会社 8120001154206 海産物卸企業が取り組む季節の産地に合わせたサブスクリプション事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 池田市 アーチクリエーション 高齢化廃業・職人不足解消、製造施工の一括受注と担い手育成事業 池田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 ＶＡＣＡＣＩＯＮＥＳ　ｄｅ　Ｔｒａｂａｊｏ ヤギのいる芸術文化相談ｘリトリート事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 浪花観光株式会社 9122001021913 得意分野「人を結ぶ」仕事が途切れないように！雇用を守り地域の足へ事業再編 熊本県商工会連合会

近畿 大阪府 堺市堺区 ホウユウ株式会社 2120101006262 堺の魅力拠点に！地域密着の印刷屋さんが始めるゲストハウス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ブースト株式会社 4120001215779 ふるさと納税返礼品としてのパックご飯の開発と販売 税理士法人清正

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ニードルワーク 1120001113424 ＩＴシステムを活用したビジネスモデル構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 ミスティーク 既存事業と相乗効果が見込めるパスタソース製造で売上のＶ字回復 杉浩行

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社中野商店 1120002059625 鮮魚の仲卸売業（ＢｔｏＢ）から小売業及び飲食店（ＢｔｏＣ）への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 ｍｔｙサービス株式会社 1120101050170 倉庫跡地を活用した＂堺＂ブランドお好み焼き店と＂和＂をモチーフとしたレンタルスペースの開業 税理士法人ＦＡＣＥ

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社徳 8120001031256 大阪の仕出し料理やが作る絶品おせちを最新冷凍技術利用で全国へ販売 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 枚方市 訪問美容　Ｔｉａｒａ 美容師が運営する親子のためのセルフフォトスタジオ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 守口市 有限会社ソノダ 8120002078569 サブスクとＥＣサイトを通じた新分野のＤＸデジタルプリント事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アライブ・ビー 7130001052640 既存事業の強みを活かした来店型バーチャルヨガ・在宅型オンラインヨガサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆａｃｅ　Ｇｒｏｕｐ 3120901019306 都会の新たな様式！オンライン葬儀による配信サービス 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社カサイ 9120001076853 卸売業からメーカーへ業態変革し、海外生産体制の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 小原屋繊維株式会社 5120001076295 化学染料不使用の草木染テキスタイル事業化によるＳＤＧｓへの挑戦！ 米田　大作

近畿 大阪府 大阪市中央区 丸善ボタン株式会社 6120001090031 Ｏｒｄｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　〜大阪・谷町よりお誂えの文化をつなぐ〜 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社クレバー 9120001138802 「暮らしのトータルプロデュースカフェ」のフランチャイズ事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 郵全株式会社 2120001220681 ＡＩ搭載の大型Ｘ線異物検査装置を導入し、より安全安心な商品をお届け 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社山馬 3120001171197 生花ＥＣ事業及び関連商品開発事業 森田茂稔

近畿 大阪府 大阪市西区 中川木材産業株式会社 4120001045986 インテリア向け天然木パネルの製造への挑戦および木材卸からの転換 経営ビューイング株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エアリー 5120001205845 妊産婦ケア専門店による産前産後セラピスト養成スクール 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社オータム 4120001136050 心とカラダを癒すハワイ特産品の定期便Ｄ２Ｃ 黒田　和也

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＷＩＮＧ　ＴＩＰ 2120101061142 創業４０年の味をご自宅へ！自然派ジェラートや石窯ピッツァの冷凍食品事業へ業態転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社餅匠しづく 1120101062991 無人販売機×ＥＣの和スイーツ専門店の整備事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社南陽物産 8120002009994 韓国伝統餅製造卸から餅菓子テイクアウト店への転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ココロワークス 1120001107269 廃棄果実の飲料を提供する移動式ドリンクスタンド 株式会社沖縄銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イッキクリエイション 7120001166128 地方の人手不足を解消するインターンシップ型人材マッチング事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市都島区 有限会社プライベートコミュニティー 4120002039806 キャラクターブランディングを活用したスイーツブランドプロジェクト 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ＵＦＧ 4120001189643 中小企業ＥＣサイト向け顧客管理ツールの開発 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 三島郡島本町 ピース鍼灸接骨院 非接触型セルフ幹細胞発毛・フェイシャル事業の新展開 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社オージャスト 9120001143926 “コト消費”の経験価値をスコアリング！レコメンドエンジンサイトサービス 中廣　琢二

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワールドマター 2120001185041 テイクアウト主体の「旅」をテーマにしたバインミーサンドイッチ店 大橋　智
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近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ボウスリアン 8120001219859 ヒゲの事なら、当店にお任せ！ツルツルも髭男爵も自由自在！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 クリアアップ株式会社 6120001219943 介護施設の高齢者に対するデザイン・機能性の高い婦人服の製造・訪問販売 根井　大樹

近畿 大阪府 吹田市 みつばコンサルティング 当社独自の「オンライン記帳代行統合管理システム」を導入する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 堺市美原区 西建 空き家問題解決！リフォーム業を超えた新リノベーション提案 松尾　基司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社金尾 8120001206444 和装バッグ下請製造から、草履鼻緒製造とネット販売への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 Ｌｉｏ　ｎａｉｌ 新たな価値と需要を創造するマタニティ＆ベビー写真スタジオ事業 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市此花区 オルウィン株式会社 8120001124217 社員一人ひとりの強みや思いが集まる企業情報ポータルサイトによる新たな試み 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社名畑 4120001068302 ＮＦＣタグを活用したオーダー・電子決済・システム 毛尾　武史

近畿 大阪府 東大阪市 池川整骨院 柔道整復師としての知見を活用したダイエットサロンの運営 上野　貴司

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ライズ 1120001221292 東大阪透析クリニック運営受託事業 北野　慎二

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社木幡計器製作所 3120001027325 ハード売り切り型から、ソフトウェアビジネスへの業態転換 水守　哲也

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＬＯＣＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9120001199142 コロナ禍で音楽家の雇用を創出するミュージックピアノバーの出店 小川　栄一

近畿 大阪府 大阪市生野区 パラシフト合同会社 2120003014941 『創業者を育成して大阪の食文化を守る』シェアレストラン運営への転換計画 黒川　晶史

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社淀画廊 2120001071860 アーティストの創作活動を応援するオンラインマーケットプレイス 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 周防工業株式会社 6122001003724 リサイクルできるキャップを使用したプラスチック容器製造に取組みセルフメディケーション市場へ進出 株式会社名古屋銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社データワイズテック 5140002065601 環境関連分野に貢献するペットボトル圧縮機部品の生産体制を構築 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 金剛スレート株式会社 3122001018428 老舗建材製造業者が新たに耐震対策向けに型枠ブロック製造に参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社セイコウシステム 9120101050915 コロナ禍による体制変換に取り組む病院等に向けた高品質ステンレス家具等の製造計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社有村工業 3122001029581 高効率な加工体制を構築・板金加工分野への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クリップオン・リレーションズ 2120001116500 ニューロダイバーシティの視点を取り入れた児童発達支援サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社テクニカ 5120001103487 ビジネスフォンからＢｔｏＢマッチングへ、地域密着型「経営者インタビューサイト」開設 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大東市 株式会社幸新物流センター 9122001015304 ＳＤＧｓを見据えた企業向けユニフォームの新規クリーニング事業 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＴｈｒｅｅＮ株式会社 4120001195187 次世代足場を用いた仮設足場設置事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 ひょうたんやまヒロ歯科 ホワイトニング技術等を活かした関西初ボディメイク専用総合エステサロンへの転換 石井　伸暁

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ミキフルーツサービス 1120002080647 路面店からフードコートへ！「ふわコク癒しのフルーツジュース」テイクアウト専門店 山﨑　豊文

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アップハウジング 7120001169659 コロナ禍での移動を最小限に抑える１施設で完結する総合美容サービス 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 岸和田市 三宅ハイテックジャパン株式会社 7120101049364 高度な技術力を活用した高精度・高面粗度加工実現による半導体市場への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＧＯ　ＷＡＹ 7120001241640 中古車仕入れ代行業から中古改造車の製造販売業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社カネコ屋工作所 8120002009301 コロナの逆境を「塗り替える」！日本を彩る高品質・抗菌塗装への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ディレクタイズ 4120001099280 バックオフィスＤＸ 木村安壽

近畿 大阪府 豊中市 ダイショートレーデイング株式会社 3120901024462 大阪の輸入雑貨業者が、日本初進出となるコーヒー豆を使ったコーヒースタンド事業を新たに展開する 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 泉南市 株式会社建築工房ｅｎ 3120101044096 国産オーダーメイド暮らしを感じる家具製作事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ルルエンタープライズ 6120001191515 オフィス街の鳥料理店だけでなく「本格的な料理・サービスを提供できるドッグカフェ運営」という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

近畿 大阪府 高槻市 新宮エネルギー株式会社 9120903001826 水素を燃料とする業務・産業用燃料電池装置の製造事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コバヤシ工業 7120001020152 アフターコロナにおいて高い需要が見込める新事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社陵南精機 3120101028090 「樹脂成型用ゲートカット装置」の自社開発を通じた医療器具業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 オリーバル株式会社 8120001124547 マイクロファインバブル事業の新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｙ’ｓ株式会社 1120001227505 看護師一人あたりの対応件数１００件／月を実現する関連会社を最大限活用した訪問看護事業 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 泉南市 三楽国際株式会社 2120001166768 ホテル内ゴーストキッチンを設置・飲食店人気メニューの製造販売で事業再構築 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社朝日メタルワーク 3120002048304 高精度・高効率の量産体制構築による自動車業界のＥＶシフトへの対応 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 阪南市 カミタ総合設備株式会社 6120101044564 設備工事業のノウハウを活用した障がい者グループホーム運営事業参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 ハニー珈琲株式会社 5120001018512 日本初ハラル瓶詰濃縮コーヒーのＯＥＭ供給並びに有名カフェとのコラボによる同商品展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社セイワ 3120001002022 ＣＮＣ精密長尺旋盤等で半導体高機能フィルム巻芯支持装置部品へ展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 ホームテリアカミノ株式会社 9120901018723 リフォーム事業で培った技術を生かして、家具市場へ新規進出を行う計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社自由考動 9120001179961 ペット用品・ペットも洗える除菌・抗菌・消臭対応有人コインランドリー 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 池藤織布株式会社 2120101037943 国内生産サプライチェーン維持・産地存続のためのサイジング機の導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 富士電子株式会社 1120001090985 Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉを活用した外観検査・画像処理システム開発 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 松原市 株式会社田中金属製作所 3120101025419 新たな半導体製造洗浄装置部品の製造技術および量産体制の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社山川工業 1120901028300 自動車関連市場からプラント関連市場への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三好工務店 6122001033523 製材機などを導入して原木から作る家作りに挑戦し業態転換を図る。 田中　道彦

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 東福鍛工株式会社 5120001050218 自由鍛造事業から切削加工事業への新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コラム・コア・クリエイト 2120002049154 地域密着型「知育・トレーニングをメインにしたボルダリング事務事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ユアチョイス 8120001207302 システム開発力・管理力を活かしたオンラインクレーンゲーム業への進出 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 ムツミ金属工業株式会社 9120001016371 新たな板金用設備を導入し、集塵機板金部品の製造事業への新分野展開を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社星加忠鉄工所 5120001050630 防衛省保有艦部品の加工技術を活かしエネルギー分野へ進出する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 浜田製作株式会社 3120001002427 ＡＧＶ活用の専用システム構築による自動倉庫ソリューション 伏見　竜

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社丹生堂本舗 2120001017954 おうちに届ける駄菓子屋さん」ネット販売を活用した新分野展開（ＢｔｏＣ）への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社メディツィン・ガンツェン・アウスヒルフェン 1120001071234 京田辺複合健康増進店舗プロジェクト 田中　貴之

近畿 大阪府 東大阪市 オーヱッチ工業株式会社 1122001001170 自社特許と生産技術力を活かした鍛造部品の内製化 近山　寿博

近畿 大阪府 和泉市 太伸興業株式会社 5120101009634 炭酸ガスカートリッジ製造販売事業計画により、脱ペットボトル社会の実現に貢献 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 富田林市 米澤器械工業株式会社 1120101031328 最新パンチレーザ複合加工機導入と生産体制刷新による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西成区 國見工作所 製鉄装置向け精密金属部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 泉佐野市 ダイワタオル協同組合 2120105006416 泉州タオルを用いた国内初アパレル用品（寝具・ワンマイルウェア）製造への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社正和工業所 5120002011375 光学機器分野向け精密金属部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社日進 7120101023229 高精密ＣＮＣ工具研削盤等で超硬ボールエンドミル事業への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社吉武工務店 3122001007934 古民家再生三方良しプロジェクト 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社尾崎製作所 9120101001414 コロナ禍で需要増加する大型倉庫等のＭグレード鉄骨製造への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社韓日 1120001169994 宗右衛門町におけるファミリー向けロボットが接客する多国籍料理 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市淀川区 フジアンドチェリー株式会社 8120903001364 ＥＣ事業向けのクラウド型経営管理ツール『スグミル』 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社大一機械 2122001021507 大幅な工程集約による省人化と生産性向上を生かしたテスト生産用（中ロット）部品製造への挑戦 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社モリヨシ 6120101007323 繊維業界におけるサプライチェーン寸断に貢献する、新生産プロジェクト 株式会社紀陽銀行
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近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ビルド 4120001109411 医療機関・福祉法人と連携した働く女性向け時短×セルフ美容事業への取組 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キャラ 3120001116680 アンチエイジング事業に新規参入。「アロマ＋ＮＭＮ」で第二の事業柱を形成 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社宗匠 5120001142956 くつろぎながらリフォーム事例を確認できるショールーム兼カフェの出店 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社リゲッタ 4120002068268 大阪のサンダルメーカーが新事業で地域の産業を守る 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 株式会社河内組 2120101022904 解体事業の新規参入に伴う解体工事用設備の導入 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Ａｘｉｓ 7120001142707 業界で珍しい完全非接触型のスカルプケアサロンへの進出計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ミタカ 5120101022389 コロナ禍で美術館との相乗効果を発揮できるグランピング事業への進出 網野　征樹

近畿 大阪府 大阪市平野区 大和金属工業株式会社 6120001020938 ＳＤＧｓの取組推進に向けた、再生可能エネルギー用蓄電池筐体への新分野展開 株式会社福邦銀行

近畿 大阪府 茨木市 有限会社リブラック 8120902001794 急速冷凍機の導入による新商品「レトルトおかず」の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 富田林市 株式会社パパママカーズ 7120101056344 新たな車の役割を提案！カスタムカーのＳＣテナント戦略の展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 豊国金属工業株式会社 6120101032453 電動車部品用の高精度鋼管の製造事業への新分野展開を図る 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 三陽化工機株式会社 7122001003087 油脂加工機械メーカーとして培った経験から各種機械修理業へ展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 溝口工業株式会社 4122001020201 コロナ禍でも需要の高い建築分野への新分野展開によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジーピーオンライン 4120001118651 ＳＥＯコンテンツ作成支援ツール「ＡＩＳＥＯ」 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 丸勝物産株式会社 8122001020156 木製椅子のリペアサービス専用ラインを新設し、新分野に参入する。 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅ　ｇｏｔｔｚ 8120001138142 女性の美しさを叶えてきた美容室が淡路島で本格的なフィンランドサウナ事業へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大前製作所 1122001001427 小型レーザ加工機導入による水再生処理向け小径部品製造への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社慶山田商店 8120002068264 地元商店街で創業４０年以上の韓国漬物店が激安『韓流』焼肉店に挑戦 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 豊中市 株式会社春 1120901028085 治療技術と介護予防を活かしたフィットネスジムを展開し、地域住民に貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社三神製作所 3122002004575 ファイバーレーザー加工機導入により、ＥＶ自動車市場へ参入する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 交野市 株式会社ビューティサロンモリワキ 1120001147174 地域の方と創造する、心と身体の健康づくりの場の提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社エコモート 2120101045962 中古トラックの付加価値を高める、トラック塗装業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社石川製作所 5122001000301 ５軸複合加工機の導入による産業用ロボット市場への新分野展開 山本　高久

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社エーシステム 7120101049694 社会貢献と事業再構築を両立させる障害者グループホーム運営への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 枚方市 三上内科 予防医療を実現するための伝統的クリニックのＤＸ化戦略 アイネックス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社エムアンドエムフーズ 8120002069808 蕎麦居酒屋から立食い蕎麦ＦＣ展開と中間食材卸売への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 老三ジャパン株式会社 5120001098439 ＢｔｏＢ事業での経験を活かした、自社企画・製造したカットソーとニットの個人向けオンライン販売への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社寄田メンテナンス 1120101027680 日本人もインバウンドもおいでやす！気軽に楽しく味わうビーガン料理ワールド！ ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビルドミクス 5120101030103 「本場の味」を気軽に購入できるオン・オフ体制の構築 中澤　悠平

近畿 大阪府 東大阪市 江洲金属株式会社 5122001002149 高付加価値な金属部品加工への新規参入による業績Ｖ字回復の実現 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 株式会社スリー・カントリー 6122001025090 地元の果樹野菜を活用！観光バスを使ったキッチンカーとミクソロジーバー 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＯＳＨＩＮＯ　ＳＰＩＲＩＴＳ 7120001198014 オリジナルウイスキーの製造業へ！空き家を活用した蒸留施設・ショップの誕生 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大東市 小金屋食品株式会社 7122001015297 こだわりのカスタムメイド納豆事業創出によるＢｔｏＢからＢｔｏＣを主体とした業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＳＥＮＣＥ 4120901027316 ゴルフレッスン事業をデジタル化して非対面の多角サービスへ転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ひかり工務店 3120902021087 デザイン能力を活かした家具販売事業進出による増収計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市東区 植田アルマイト工業株式会社 9120101000770 マグネシウム合金等の硬質アルマイト加工への進出による事業拡大 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社安原製作所 7120001028261 水環境プラントで活用する高精度フランジ製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社エステック 1120101028514 配管工事業から福祉葬を中心とした葬儀事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社三上 4120101023306 自社店舗での美容用品販売への進出で認知度向上と新規顧客獲得を目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社樹 3122001025762 木材チップの製造販売を行うリサイクル事業に進出する、事業再構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社チェント・トレンタ 4120001191962 販売から修理まで行う高級輸入紳士靴専門店の新規事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 2120101006089 最新の非接触型ＤＸ店舗運営のコンランドリー＆洗車事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワイズリンクス 5120101047510 ミドルシニアの肌に寄り添った高機能男性専用コスメの開発・販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社アカウントプランニング 3120002063798 関西で「味・見た目・規模」ともＮＯ．１の「もんじゃ屋」を新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社イーネットサービス 3120001170827 超高齢化社会の問題解決型家財整理プラットフォームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市中央区 進栄化学株式会社 2120001081736 老舗化粧品原料卸会社の自社メディア構築・情報発信による美への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 共栄化学工業株式会社 5122001018285 木製のアウトドア用品の新事業により売上拡大を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社総合出版 5120001024031 人材紹介事業者を対象とする営業支援事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 6120001224092 多目的型レンタルスペースによるオールウィン推進事業 石田　稔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＲＥＡ 3120001228534 笠置キャンプ場の利用価値を向上させるカフェの企画運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ダイバーシティー株式会社 4120001186590 高級美容脱毛エステサロンで「美を追求し、幸せになる」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ライフエイド 8120001168668 自主製品の開発・販売を通じ、誰もがやりがいをもって働ける就労支援の場を創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アートステージ 4120901014578 事業全体の売上回復を目指すためメンズ専門脱毛サロンの開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＨＯＫＡ’Ｓ 8120102012089 高知県新港台地発世界市場に向けた地方創生のクラフトビール製造事業開始 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社シープロン化成 3120001115402 ロール成形機の導入によるリサイクル可能な新材料を用いた製品の製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社岬鉄工所 7122001007204 医薬品向け充填包装機の構成部品製造を通じた医薬品製造業界への新規参入事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社グローバルキッチン 6120101028419 新工場建設による飲食チェーン店の革新的新市場進出計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 和泉市 岡田誠 高級焼肉店への新規参入とブランド牛製品のネット販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社フジワラ 4120101043519 就労支援に特化した福祉事業の構築により地域貢献を目指す計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＡＲＳ 9120001108656 生野コリアンタウンに新名所として韓国アイドル中心として劇場開設 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社頓知 7120001189095 和歌山の地域特性を活かしながら行うアウトドア用宿泊施設の運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ケノヒ 8120002068636 瀬戸内を一望！男木島サンセットワーケーション事業 みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 日研工業株式会社 3120001052629 洋上風力発電機の構成部品製造を通じた再生可能エネルギー業界への新規参入事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社本田製作所 8120002024275 レーザ加工機導入により大型理化学機器の製造に着手する計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社トーコー 2120901009241 新たな装置・製法で高性能のベランダ隔て板製作の効率化を図る 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケーズハウジング 2120001140252 移転したお寺の建物を改装したボクシングジムの運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社鍵硝子建材店 9120002017419 展示スペース併設カフェの出店およびリフォーム教室の開催による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社スクエア 9120901027724 諸磯の魅力を発信！自治体連携型のコミュニティスペース運営事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 サン美術印刷株式会社 5120001023520 Ｗｅｂ活用による新たな収益モデルで成長する絵本市場へ新分野展開する 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サンリフォーム 8120001044051 マンションリフォーム専門会社による建設廃棄物の分別回収事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 信和株式会社 9120001234642 中国料理店から日本初の中国・延辺文化体験型焼肉店への転換 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セモア 6120001082680 オンライン受発注システム構築による非対面型事業への転換 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 茨木市 セントラルポイント株式会社 9120901031635 アウトドアレジャー事業と就労支援事業を組み合わせた事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社梅谷製作所 5120101036240 ロボット付複合加工機で薄紙段ボールシート供給機重要部品への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リーズワークス 2122001017249 新設備導入による半導体生産用金型の製造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 貝塚市 株式会社良本設備工業 3120101058476 倉庫新設による管材・設備の卸売への進出及び多様な顧客の獲得 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社研文社 4120001063526 パーソナライズカタログ　Ｗｅｂ　ｔｏ　Ｐｒｉｎｔ　事業に業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 貝塚市 延生金属株式会社 8120101037987 焼き入れ技術を活かしたカラー鉄板による建物の長寿命化の新提案 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社然菜 8120102011421 有機野菜栽培からアミノ酸醗酵土壌改良材の製造販売事業への業種転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社はじめ工房 1120002061259 医療業界の抱える課題に応える事業構造転換と新分野展開計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社冨金原義肢 9120001158437 業界初デジタル技術を活用した体の分析とフィッティングサービス 税理士法人佐藤会計事務所

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ライズ 7120901018064 拡大する郊外人口に対応する、障害者のグループホーム運営 橋本　賢宏

近畿 大阪府 茨木市 株式会社フラムハウス 9120901014227 一次産業（農業、水産業）と食品メーカーへのフードロス改善への取組み 税理士法人Ｋ’ｏｎｃｏｒｄｉａ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社大福 4120001176971 ミールキット販売により新たな収益の柱を構築し全国へ販路拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社金田佛心社 2120101040377 一日葬ホールにおけるオンライン葬儀サービス事業に進出する事業計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社精研 6122001029018 自動５面加工設備による加工高度化及びウィズコロナ生産体制への革新 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社江浦製作所 1122001000965 防錆性を有するステンレス製ボルトの設備導入による業態転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社上野鉄工所 1120001002981 製品大型化対応力強化による交通インフラ製品依存からの脱却 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ケイアンドオー 4120001017358 韓国と日本を融合し非接触ながら顧客満足度を追求した焼肉事業！ 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 岸和田市 星野亭 日本料理店による地元産品を利用したかき氷・スイーツの販売 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 高階救命器具株式会社 2120001038083 アウトドアレジャー市場参入による事業多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 中川鋼管株式会社 9120001045981 鋼管加工機の導入による建築用鋼管加工事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社九天商事 4120001225514 ライブコマースを利用した越境ＥＣ販売事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 木本電子工業株式会社 8122001001916 大型建機部品等の研削工程内製化による生産性向上及び高付加価化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 松原市 株式会社関西加工材 7120001198154 食品・医薬品関連製品への進出による１００円ショップ向けプラスチック製品依存からの脱却 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社コウワ 3120001034890 建設業界のＤＸ化を強力に推進するシステム提供で「２０２５年の崖」突破に貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 高槻ダイカスト株式会社 5120901011418 生産体制の自働化・ＩｏＴ連携を通じた自動農業機械市場（海外）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 枚方市 有限会社トレプ 7120002076631 ドローンを活用した測量・点検事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 タカラ写真製版株式会社 6120001027693 工程の全面ＤＸ化による印刷出版プラットフォーム事業でＶ字回復 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 勝山精機株式会社 9120001019829 次世代農業用機械向け精密部品事業への新分野展開事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社コアブルー 8120001193501 「アウトドア泊で快適な眠りを実現する」製品のＤｔｏＣ販売 徳野　文朗

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｓ－ＰＲＯ 1120001139287 愛犬と泊まれる！ドッグラン付きコテージ型グランピング事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社乾製作所 6120001000130 アセンブリ生産への進出による生産活動の高付加価値化とウィズコロナに対応する事業構造への転換 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ＫＮＣ 2140001029386 日韓の橋渡しをしてきた樹脂・化学専門貿易会社が、韓国食材・惣菜に特化した『韓国専門店』を創設。総合商社を目指します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＦＡＳＴ　ＬＡＮＥ株式会社 8120001225758 エーミング作業への新規参入とタイヤ交換作業等の内製化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 北島鋼材株式会社 4120001030526 新素材を提供するための工場建設と設備導入により事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大橋金型工業株式会社 8120001049356 装置導入による精度及び生産性向上と半導体分野への新規参入計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社今西商店 1120001060823 手取川周辺（石川県）の観光資源を活用したグランピング施設運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ＪＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ 6120901022505 プロを起用した完全個室シミュレーションゴルフ事業の展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 守口市 株式会社エムズフードアンドライフ 5120001156980 焼きたてパン屋事業のＦＣ展開を通じた安定的な事業基盤の確立 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社キング食品 3120001034800 規格外フルーツを使った「フローズン・クラッシュ・フルーツ」の製造販売事業への転換 山本　智之

近畿 大阪府 大阪市城東区 エム・ワイケミカル株式会社 7120001173553 高付加価値で希少な「高尾ぶどう」等のフルーツの加工製造と海外への輸出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 サカモト工業株式会社 9122001018538 塩害対策の高耐食性ねじの表面処理を実現するＧＰ処理により売上増 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社毎日 2120101041937 ドローン点検やショールームで目に見える屋根リフォームを提案する新事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社下野装飾 5120002011227 デジタル加工体制構築による「硬質立体造形品製造」への進出事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社泰賀 6120001117718 オールエイジ複合型進化系ＡＩフットネスジムの新展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＧＵＭ株式会社 8120001191661 ＭＯＮＫＥＹシアターレストラン事業計画 正木　隆行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社林金属製作所 6122001013120 半導体製造装置に向けたステンレスチャンバーの製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社面本研磨 9122001033512 当社発明品のタングステン製釣具「錘スッテ」の生産・販売体制の構築 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社宇治川製茶店 4120901005544 一般消費者向けの自社ブランド茶製造販売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 大阪市東成区 生田印刷株式会社 9120001011661 カタチにとらわれない３Ｄ印刷を実現するＯＰＥＮ　ＨＵＢプロジェクト 東畠　卓也

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ケイ・ブレイス 4120001198702 コロナに負けない健康な体づくりを応援する酵素玄米の製造・宅配事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社楽笑 8120001171960 整骨院の医療技術を活かして美容エステへ進出！更に笑顔を増やせ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社バディズクリエーション 4120001171386 太陽光パネルの適正処理による環境保護への貢献と収益力向上 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ベリーズ 8120001154528 『栗山さん家のプライベートリゾート』マリンレジャーオープン計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＨＩＥＮ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 9120001185373 ビル内の店舗の味を自由に楽しめる飲食ビルの運営 永和信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社宮本製作所 6120101037799 自動車部品金型から次世代鉄道向け部品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社瑞帆グローバル 7120001223440 日本のアート作品の魅力を世界へ！日本美術品ＥＣ販売事業への転換 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社デジックス・システムズ 1120002062158 サラダ専門店に参入し、パンデミック・リスク分散で事業安定を目指す 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エディトデザイン 7120001189070 最高のリラクゼーションを体感できる貸切サウナ付き宿泊サービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ラポール・サイ 3120001179298 熟練のリラクゼーション技術を活用したリラクゼーション研修・スクール事業の展開 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社花松 2120001168104 遠くにいても身近に感じられるオンライン葬儀も可能な葬儀会館 大槻　直志

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＨＩＲＯ－ＥＮＧ 5120101024451 クラフトビールの生産販売とＳＤＧｓに適した醸造施設の工事の提案 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 協栄産業株式会社 3120001023092 産地直送仕入れのフルーツパーラー しんわ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社イズム 8122001016121 和菓子・中華饅頭市場への市場参入による多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ゲンショウ 6120001020104 電気自動車（ＥＶ）搭載のアルミ合金対応ネジの新規製造計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アイールコーポレーション 4120001184727 障がい者就労継続支援Ｂ型に特化した工場賃貸業と営業代行 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社アーバンコキタ 6120001155206 Ｖ２Ｈシステムの販売強化と非対面システムによるＶ字回復を図る のぞみ信用組合

近畿 大阪府 高槻市 株式会社堤工務店 6120901035936 ドローンによる建物点検・データ分析と事務所新設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ツイード 5120001084488 人と人が繋がる新しいスタイルの複合型次世代ショップの新設 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社東 6120101048433 廃材を再利用！〜心の火も灯す「スウェーデントーチ」製作〜 新酒　芳斗

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ランスロットグラフィックデザイン 8120902021487 コロナ対策も万全！地域の方に愛されるシミュレーションゴルフ練習場の展開 大阪シティ信用金庫
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近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社フジタ 4120001204204 図面製作技術や機動力を活かした鉄骨製造業へ進出する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 金本徳株式会社 5120901020352 国産タオルの企画デザイン力を活かしプリント加工と通販市場参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社ＡＭＴ 1120101059204 最新の破砕機を使用したコンクリートのリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市東区 コーシンホーム株式会社 2120101030196 ＦＴＫスキームを活用し、堺市の空き家を活用するリノベーション事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ヨシキ開発 9120001189127 西成区の高齢化・空き家問題に貢献する、介護付き有料老人ホームの運営による福祉 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ａ－ｔｔｅｎｔｉｏｎ 6120001195391 中小不動産仲介会社向けの不動産ＣＲＭシステムの開発・販売 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市西成区 トキワ精工株式会社 1120001003906 従来手作業の『工作機械部品の摺動面きさげ作業』をレーザー加工 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社きものおおにし 4122002001274 着物借り上げ・ＥＣレンタル・着付け宅配。三位一体で紡ぐ和服のＳＤＧｓ 株式会社ティグレ

近畿 大阪府 守口市 有限会社倉崎工作所 9120002081910 弱電向け小型板金試作から、産業向け大型板金試作への事業拡大 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社正栄 7120001149776 ２４時間・３６５日営業のＩｏＴワンストップ洗濯サービス事業の展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社オーケイ製作所 2120002023662 大型物置・ガレージに対応した生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市旭区 博瑞商事株式会社 8120001193014 旅行業者による華麗なる事業転換！信頼できるネットショップの出店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 カンメタエンジニアリング株式会社 4120101031829 プラント機器重度損傷の現場補修を可能にする新たな表面処理の提供 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社森下建築総研 1120001096181 コロナ禍のサードプレイス需要を狙う「分散型デザイナーズコテージ」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社神明工業 2120001020495 量産品の曲げ加工を可能とする加工機導入による新分野への参入 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アイエヌティ 9120001053398 コネクタ部品成形ノウハウを活かしたスイッチ部品の樹脂成形事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社鶴見急配 9120001116353 域内初の小規模貨物による３ＰＬ事業への取り組み 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 茨木市 ウエダ産業株式会社 8120901000252 工事・作業分野別に最適化された自社ブランドミニショベルの全国展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 蜂バルブ工業株式会社 7120001015937 防災用水門に必要な高精度バルブの製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 守口市 株式会社中道設備工業 4120001160141 自動配管加工機械・自動溶接機械導入による自社工場ステンレス配管加工・溶接一貫体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社コシハラ 7120001003330 加工ライン整備による部品加工内製化で新規メンテナンス事業の強化計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＺＥＮ　ｏｆｆｉｃｅ株式会社 6120001183677 ローカルビジネス向け「デジタル接客クラウド（仮）」事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社イデグチ製袋 4120001049203 タンクローリー用使い捨てインナータンクの新規事業化 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社長輝ＬＩＴＥＴＥＣ 2120101052703 釣り船用バッテリー製品の開発、自社量産化で図る事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社池田建材 3120902009545 地域発展及び地域イノベーションに貢献する原石砕石事業 ミレ信用組合

近畿 大阪府 和泉市 株式会社さぬき造園土木 3120101041481 未利用草木質資源を用いたバイオ燃料製造事業 税理士法人ＴＡＣ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社但馬屋 5120901016441 人気焼肉店の味を家庭で楽しめる食肉小売販売店で業績Ｖ字回復 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社仁達 7120001116909 中国本格地方料理店（中華飲食楼）事業計画 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社謙徳 8120001173115 特殊鋼材加工に特化した板金加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大阪工具工業株式会社 3120001050913 ＥＶ・医療機器向けＸ線ＣＴ検査の受託による事業多角化・顧客層拡大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 松原市 幸南食糧株式会社 2120101025171 冷凍事業ユニットで冷凍韓国海苔巻き（冷凍キンパ）製造事業へ展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ＷＡＧＯ 7120101037914 地域利用者の社会復帰を後押しする就労継続支援Ｂ型事業所の開設 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社隆勝フードサービス 3120001230234 ラーメン屋からセントラルキッチンを開設し「ラーメン特化型食材卸売事業」へ転換 税理士法人岡本会計事務所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社タケシン塗装工業 9122001019032 抗菌塗装における業界最高水準の品質を実現する事業の再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 守口市 株式会社弘栄工務店 9120001159039 注文住宅の建築請負業の開始による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 大東金属株式会社 5120001003729 高精度鋼板加工技術を活用した防災に必要な免振装置の開発、製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社レックス 9120001145170 高齢者に寄り添う、地域密着型の健康弁当配達サービス 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社木古里 6120001180658 和食割烹自慢の釜炊きご飯をレトルト食品化してＥＣ市場に新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイズ 4122001000839 専門知識を活かした布団等のクリーニング・圧縮・保管・集荷サービス 中原圭介

近畿 大阪府 大阪市住吉区 西日本環境株式会社 6120001033436 地元および法人顧客に向けたパン製造・小売業への参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アルカンジュ 6120901037627 ヘアカラーとの融合により実現するアフターコロナの未来型広告業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ＭＹＴＨ 9120101057943 ｅスポーツを活用した「発達障害者向け自立支援・就労支援サポート事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市北区 山下建築工房株式会社 7120101058605 提案型オーダーメイド家具の製造販売＋廃材利用サービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 國友熱工株式会社 5122001002413 炭素発熱体の長寿命化・水素生成用電極の耐腐食性被膜加工でＣＯ２とコスト削減 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ナバテック 1150001015246 ＭＥＭＳセンサ製造における成膜プロセスの受託サービスの事業化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 丸和食品株式会社 3120101037678 道の駅農産物直売所及びレストランの経営（いずみ山愛の里） 山岸　祥治

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社邦南堂 2122001013223 減り続ける大ロット製本下請け業から伸びるＩＴ業界と連携した可変冊子製造業への転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 認定ＮＰＯ法人ノーベル 9120005011963 訪問型保育者のための「学び・つながりの場（コミュニティ）」創出事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ナッパー 3120001075365 ＥＣ販売システム構築によるＵＩＤＸ化を活用した新規市場への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 有限会社板原金属 5122002016494 最新型レーザー切断加工機の導入による成長分野への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社中村超硬 1120101005629 ナノサイズゼオライトの事業化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社泉谷電工社 2120102013381 防爆機器製造〜施工までの一貫提供による水素ステーション整備の推進 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｌａｃｅ 9120003017211 エステ店舗のサブスク事業強化にて自社店舗拡大と新規ＦＣ事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＩＮＧＲＡＭ　ＩＮＣ 7120001179988 労働環境を改善し美味しいベーカリー店の展開と既存事業のシナジー効果形成 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 レプラスデザイン株式会社 1120001048967 一般消費者（新市場）に対して中古デザイナーズ家具小売販売事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 山陽紙器株式会社 6120001049671 新しい構造のリターナブルボックスの開発及び生産体制を構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社福島屋 5120901018355 ストップザ空き家！狭小住宅再生モデルハウスでリノベ新分野に挑む 高槻商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 レジンクラフト株式会社 3122001024814 高齢者と障害者の共生を支援する新たな形態の老人ホーム新設による介護事業への進出 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社プラウド 4120001221067 自社のノウハウを活かした足場設置事業への参入による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ライフアップ 2120001164615 アウトドア型　リゾートヴィラ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 平野工業株式会社 5120001031515 キュービクル躯体（高圧受電設備）のベースを内製化することによる事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 八尾市 山口包装工業株式会社 6122001020406 Ｐａｒａ　Ｐａｃｋａｇｅ　障がい者就労支援を通じた紙包装の価値向上事業 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三友自動車工業 8122001003103 キャンピングカー等の製造・レンタル・販売とキャンプ飯を味わえるカフェの併設 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 藤岡 子供の笑顔を最大限に引き出すセルフスタジオの運営 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社水野 2120001139195 オリジナルブランドの確立とＤＸ推進による加盟店からフランチャイザーへの転換 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 東大阪市 三葉株式会社 7122001007303 テクノロジーを駆使した自動化機械設備の導入で今後ニーズの増す新素材の加工計画 石津　良行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 葵精機株式会社 6120001004643 ＥＶ・ＨＶ自動車部品関連事業参入による売り上げ拡大 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＣＦ－ＬＡＢ株式会社 7120001047468 私が好きな私になるＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇなライフスタイル複合施設の運営 大西　美喜男

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ハナトミ 5120102024376 手芸クリエイターの創造性と経済性を両立させた場の提供を行うＢｔｏＣ事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 新日本鉱業株式会社 8120001229008 ＩＴ技術を導入し、都市鉱山からの廃基板取引量日本一を目指す。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 ｂｅ．株式会社 3120001217322 フードマイノリティーの方々が安心して食べられ、食品ロス問題を解決するヴィーガンスイーツの販売 齋藤　壽彦
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近畿 大阪府 東大阪市 カナテック株式会社 6122001001703 ネジ屋が挑む！３密回避レジャーのキャンプ・サイクリング用品製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社マルエイ 8120902021999 今後増加する建築廃材である廃石膏ボードの受入・再生事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社内山食品 1120101000935 食肉卸売業者による新規食肉加工品製造とライブ型ＥＣ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社長浜製作所 6120901011615 バランシングマシン国内トップ企業が挑戦するスピンテスト事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社ボディーショップ下平 9120102026815 劇的に変革する自動車整備業界において、ＡＳＶに対応した整備事業の再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社こまめや 7120101047401 エクステリアと住宅のトータル提案でこだわりの住まい需要に応える新事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社大坪製作所 5120001138715 ＣＮＣ自動旋盤の新規導入による新たな難削材加工製品への転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 和田八蒲鉾製造株式会社 8120001123904 伝統のかまぼこの揚げ技術をかりんとうへ転用。新たな大阪土産を構築する事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｌｅ・Ｒｅｖｅ 9120001181769 街の遊休地を活用したテイクアウト専門のコンテナ飲食サービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市中央区 アピデ株式会社 2120001011619 メディア機能付自社ＥＣサイト「Ｓｏｌｖｉｔａ」の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 八尾市 関西サービス株式会社 3122001023477 コロナ禍にマッチした大型建設用機器事業の新分野開拓によるⅤ字回復 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アイル 1120001118241 デザインノウハウを活かしたコロナ禍に強い非接触型の別荘型宿泊施設の建設、リノベーション事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 フレスデザイン株式会社 8120901028780 石窯パン工房を目玉にした丹波の魅力を満喫する体験型宿泊施設の開業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 五光精機株式会社 5120101039664 工業ミシン機器生産ノウハウを特殊バルブ製造の生産構築と新規業界展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市北区 ミツヤテック株式会社 2120101006989 超省エネ「波動創流型撹拌機」の開発と上市による新規事業分野への事業展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社Ｌｅ　ａｒｃ　ｅｎ　ｃｉｅｌ． 5120001211018 働く女性を応援！美容室が経営する時間創出安心安全コインランドリー ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 池田技建工業株式会社 8120001022362 赤外線カメラ搭載ドローンによる外壁・太陽光パネル調査事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社万福家 1120001173253 人への安全や環境負荷に配慮したエシカルなハイブリット型店舗へ転換 朝日税理士法人

近畿 大阪府 大東市 株式会社三友エンジニアリング 3122001003082 三次元測定機の導入による新分野への進出 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 堺市中区 Ｆｕｌｌｃｏｌｏｒ株式会社 9120101058603 エポキシレジン（樹脂）を使用した家具等のインテリアやグッズを世の中に創造する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビエスト化粧品 6120001118253 ファブレスから内製化し、中国市場を軸としたアジア諸国へのバルク輸出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＯＳＨＩＫＩ　Ｒｅ． 5120001091815 ＤＸ化により実現する新販路開拓（Ｗｅｂ商談リフォーム）及び新商材（ライトジュエリー）のＥＣ販売 永和信用金庫

近畿 大阪府 門真市 合同会社絆 4122003000878 児童向け多機能型・障害児福祉サービス提供による増加する障害児福祉ニーズへの対応 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 有限会社平石製作所 6120002076509 アルミダイカスト金型から医療用分析装置用金属部品への進出 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社大日工業 9122001019172 ウイズコロナ　３Ｄデジタル技術活用による試作の省人化・高付加価値化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社オクヒラ 5120101026497 ハイブリッド低価格中古車専門店を展開、脱炭素社会への市場を形成する 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ＮＡＳ 6120001186003 金属加工部品の一貫生産の強みを活かした医療用酸素吸入器の新開発計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アクアライス 7120001073365 日本初！各産地厳選米使用炊き立て無添加冷凍パックご飯販売事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 喜界島担々麺　香 オフィス街の担々麺店が自然派中華料理の物販通信販売事業を開始 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社シースパンアドバンス 9120101044933 電気工事の実績でＥＶ車導入をトータルサポート。社会貢献企業へ進化する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社ヤマヒロ 4120001090801 高性能・高品質カラーねじの初の国産品製造と建築現場への小ロット供給の実現 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 関西興産株式会社 7120901029111 廃石膏ボードのリサイクル事業の為の工場建設及び機械設備の導入 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 前川鉄工株式会社 5120101037610 脱炭素需要拡大を見据えた、太陽光パネル取付架台施工・販売事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＳＫ 7120001183222 小規模ショッピングモールと起業家コワーキングスペースの運営 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社イマジョー 4120001016847 制服製造業者が作るアスリートウエアレベルの高性能耐熱防火服 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 大阪市浪速区 靖安株式会社 3120001115443 遊休施設を活用して行うアクティビティ付きゲストハウス事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社元豊 5120001131265 フレコンバッグ、オンライン販売事業の開発、在庫販売体制の構築による原料メーカーへの直売開発。 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社岡田商店 7120001061642 店舗出店による一般消費者向け少品種・少数の酒類等販売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ヒューブレイン 5120001136818 独自の画像処理技術を活かした定期メンテナンス事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 石田鉄工所 大型水タンクなどの大型金属制作物の製造業へ新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 たくや 鮮魚卸のノウハウを活かした高付加価値型寿司店の事業の展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社フランスヤ泉佐野 7120101040141 布団・敷布団丸洗い乾燥事業サービスへの新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 豆村自動車株式会社 5120001047461 中古軽自動車販売事業に伴う販売方法のＤＸ化とショールームの建設 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ザ・ビッグスポーツ 9120001064189 高齢者向けｅスポーツ市場参入による事業多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＳＯＵ 7120901032024 スーパーマーケット専売冷凍ピッツァの製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ダイワ 3120001226950 冊子の請負印刷から脱却し、印刷ＥＣ販売事業参入による事業拡大 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 長谷川鉄工株式会社 7120001029607 高度技術を活用した特殊コンプレッサ製造事業への新規参入計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ワイエスビー工業有限会社 1140002043817 解体工事　ＮＥＸＴ　イノベーション〜信頼と実績で地域に貢献〜 藤原　覚

近畿 大阪府 大阪市西区 ９ホステルリノベーション＆ホスピタリティ株式会社 5120001208352 空き家リノベーションによる第三世代型サウナ付宿泊施設の展開 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社タケシン防災 6120001015509 地元食材利用ドッグカフェにドッグランとトリミングサロンを併設して事業を再構築する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社アイマット 4120002051843 非鉄金属部品の試作〜量産の一貫体制を構築し新たな市場開拓を図る 株式会社匠コンサルティング

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社シーエムエス福祉開発 2120102005932 ヒト・モノ・カネの再活用でショートステイから有料老人ホームへ転換 日本クレアス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社山佳化成 3120001162080 ＳＤＧｓの推進に資する新素材開発と原材料混練から成形加工まで一貫した生産体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 アサヒヒューマンリソース株式会社 4120101058236 オンライン日本語検定の創設と教材開発で外国人労働者を支援する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 丸和紙器株式会社 5122001020175 ダンボールメーカーが挑む、環境配慮型販促品の製販一貫プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 摂津市 株式会社風の街 9120901019226 テイクアウト新商品と非対面型店舗運営の実施 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 麟宏金属株式会社 1130001045583 ウイズコロナ時代の内食需要を背景に、新鮮果物を中心にアジア食品流通事業へ進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 吹田市 有限会社ミスタータイヤマン江坂 7120902007801 新分野の自動車整備業（認証工場）に進出して、売上の向上を図る。 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社シブタニ 6120001081187 業界初「顔認証ハンズフリー施開錠システム」で安全安心に貢献 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エイシンインターナシヨナル 7120001075337 国内回帰で強固なサプライチェーンの構築による持続可能な経営基盤の確立 天池　教昌

近畿 大阪府 堺市北区 進和建設工業株式会社 9120101003542 高級ペットブランドの開発〜日本初の富裕層のペットブランド〜 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＲｅＡｓｓｅｍｂｌｅ 4120001212751 放課後等デイサービス及び学童保育事業所を新設 髙司　浩史

近畿 大阪府 堺市美原区 境川工業株式会社 9120101021511 車載電池の製造装置に使用する高効率熱交換器の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ハイデクスタ 5120101000709 ＵＶ１００％カットフィルムで実現するグリーン成長戦略への貢献 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 旭化工株式会社 4120001006872 付加価値の高いフィルム加飾技術でウイルスの脅威から人々を守れ！！ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 タノシミナ合同会社 1120003010743 ①脱アルコール業態（台湾喫茶）と②通販事業を新規構築し、既存台灣食堂とのシナジー効果を生み出す包括的台湾飲食事業 松川　浩士

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イー・ファクトリー 6122001014003 引きこもり支援×ｅスポーツで全国初のモデルケース 金園　英也

近畿 大阪府 豊中市 大阪仏壇仏具センター株式会社越前屋 2120901023234 仏壇仏具の地場店舗販売専業からオンライン販売体制構築による全国展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東光化学工業所 5122002005712 基礎化粧品容器製造への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 Ｓｐｉｄｅａ 広告制作業から広告依頼主と広告媒体持主のマッチングサイトへの進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ワールドアスリートクリエーションカンパニー 9120101027863 スポーツの力で地域創生を実現し、持続可能な社会づくりに貢献できる事業をつくる。 堺商工会議所
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近畿 大阪府 大阪市天王寺区 山下硝子建材株式会社 2120001025668 新規事業として、リフォーム業に新たにチャレンジし、新分野展開を行う ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 児玉帆布工業株式会社 1120001049560 本格的な経口製薬メーカー向けバグフィルターの新製品導入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジャスト・メディカルコーポレーション 9120001129157 最新ＡＩフィットネス×マッサージによるトータルボディケア事業 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ＤＲＥＡＭ　ＲＥＡＬＩＴＹ 8120001133168 飲食店事業を展開する当社が加工済み商品を製造する為に新たに自社で製造設備を保有し、外販事業に参入する 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社スマイルファクトリー 8120001173651 子どもたち一人ひとりに向き合う児童発達支援による事業再構築 大阪商工会議所

近畿 大阪府 松原市 株式会社フラワー 5120101025680 「幸せミライ計画」河南町食材による古民家軽食堂で癒しの町興し 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＰ 7120001127484 「再生の地：熊野」で人と人・自然をつなぐ体験型滞在リトリート施設事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キープエンタープライス 6120001132601 コールセンター受託事業でシナジー効果とニッチ市場参入を実現！ 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 高由金属株式会社 2122001019229 生産拠点の集約と金属切削加工の高度化を通じた超高速回転軸物製品への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 セカンドステージ株式会社 6120901018874 ２４時間フィットネスジム「ＦＩＴ－ＥＡＳＹ」姫路店の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サムライズ 6120001114558 硬質紙ボード資材を活用した立体広告物製造業への業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ヤシマ精工 5122001007750 スキンケア化粧品市場に求められる気密性の高い容器の開発・販売計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社近藤溶工 1120001182956 金属部品製造からアルミニウム二次合金用の工業炉の製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社智将 9122001023257 マウントリゾート　ＭＯＵＮＴＱ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社閃光 2120001175109 ペットの総合ヘルスケア事業へ進出することによる事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山崎製本紙工 7122001007575 日本産　医療用ウィッグ　の　ＯＥＭ　生産　の　新事業展開 金園　英也

近畿 大阪府 和泉市 関西トランスウェイ株式会社 2120101041350 食肉加工事業参入による生産者から飲食店へのワンストップ物流サービス（ＢｔｏＢｔｏＣ）の取り組み ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｗ＆Ｄ合同会社 2120003012623 地域活性化を担う養殖エビを使ったフードパーク計画 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ｍｏｕｓｅｔｒａｐ 2120001122119 デザイン事務所のブランディング力を活かしたパイ専門カフェの運営 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社メディアコンサルティング 1120001144163 オンライン面談で、見て、話せて、選べる。老人ホーム検索サイト 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウイングサポート 5120001129020 地域資源を活用したコワーキング機能付き宿泊施設および飲食店の開業 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ＧＯＺＡＰ 5120001224928 飲食店がコロナ禍を乗り越える為、インドアゴルフに進出し事業再構築 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 大阪市中央区 アド株式会社 1120001073750 スーパーフードを使用した罪悪感なく食べられるスイーツ「ドクターフルーツ」（仮称） 木村　兼作

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ガルコーポレーション 8120001095607 攻めの美容を追求するユニセックスエステサロン開業による事業再構築計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社三喜 9120001199209 予防医療を根底に寝たきり老人を作らず、障がい者が活躍できる環境の提供 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社タバック 3120001192029 食材の有効活用型の、保存のきく冷凍ラーメン食材製造販売事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オペレーションファクトリー 7120001042171 福岡県糸島市雷山へのグランピング施設出店事業計画 中辻　義則

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社大和 3120001007987 特許出願中の新工法ステンドグラスの製造・販売事業への新規参入 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 富田林市 美馬建設株式会社 8120101031263 ＧＭＷプロジェクト 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＪＩＭＡ株式会社 1150001009090 居酒屋から大転換、大阪初プリン専門店の内製化、店舗、通販事業参入 株式会社しのざき総研

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アート宣伝 2122001000007 下請け事業からの脱却　自社設備による自社アイデア製品の製作、及び新販路開拓・事業拡大計画 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ＮｅｘｔＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 1120001217101 増加する地域の障害者福祉課題解決に対応するグループホーム事業の展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社気楽人 2120001215913 地元の地域創生戦略を活用したサブスクリプション型キャンプ場 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 合同会社富士グローバルビジネス 1120003015065 コワーキングスペースを核とした新形態滞在施設運営事業への展開 山田　健一

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社ＭＯＮＯＦＵＬＬ８２ 2120901042713 地域のスモールビジネスを支える郊外型レンタルスペース運営 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ソーシャルインタレスト 8120001198459 ワーケーションニーズ対応リゾート貸切別荘事業への事業再編 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 タバタ株式会社 1120101004804 持続可能な畳製造を実現するリユース事業展開のための生産体制構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 高島商事株式会社 2120001083864 サステナブル素材の合成皮革販売とＤＸ推進によるＶ字回復プロジェクト 中谷　健太

近畿 大阪府 大阪市福島区 堀内商事株式会社 6120001070405 「建築現場のラストワンマイル問題を商社機能獲得により主導的に効率化しＳＤＧｓに貢献」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社インターデザイン 3120001136489 オフィスレイアウト専門のＥＣサイト構築とレンタルオフィスの開設 松成　文貴

近畿 大阪府 大阪市浪速区 セブンズオーシャンホールディングス株式会社 1120001223504 旅行業から新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくいコールセンター業への業種転換で地方の観光地を活性化 株式会社シェアードバリュー

近畿 大阪府 南河内郡河南町 名阪真空工業株式会社 4120101034055 射出成形への挑戦による製品開発力強化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 クレアシオン株式会社 7120001180830 世界屈指のスノーパウダーで有名な北海道留寿都村にて、本エリア初となるグランピング施設の開業への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 大阪府 泉佐野市 阪南チーズ染晒協同組合 9120105006418 ＣＳＹ合成繊維を自社オリジナル開発で商品化し糸メーカーとしての新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 誠南工業株式会社 1120001030999 養鶏場の抱える鶏ふん処理問題を解決するシステムの構築および提供 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 太陽製作所株式会社 5122001031544 ＡＧＶ用特殊スチールラック生産体制構築による成長市場への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社三晃精密 1120101033695 デジタルデータ活用の超精密金型技術による医療機器分野への参入 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 大阪府 大阪市中央区 石井産業株式会社 6120001074447 車載パワー半導体に対応した、キャリアーテープ製造事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社フアイン 9120001058001 「海峡」と「食」のまち明石市に、新たな寿司スポットを構築する 廣瀬　好伸

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＯＵＧＨ　ＬＡＢＯ 6120001208070 コワーキングカフェが展開する、異人館での撮影スタジオ運営・総合メディア局開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ウエルネスサプライ 5120001041571 アウトドア特化型宿泊施設の運営 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 南河内郡河南町 伸展テクノ株式会社 9120102017616 難削材加工技術の高度化による、世界に誇る半導体製造装置部品の供給体制構築 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ＣＣＧ　ＨＯＮＡＮＤＯ 7120001124250 コロナでも商業印刷のようにＷｅｂ化やデジタル化せず需要拡大した紙器・特殊紙商材への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＳＫビークル 6120001167259 殺処分馬ゼロへ！遊休地を活用し養老牧場で３つの社会課題に挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社宮本工務店 5120101007134 中小工務店の経営力を高めるＶＲ３Ｄ住宅体感システムの開発・販売 塩尻　明夫

近畿 大阪府 摂津市 ＫＡＮＯ　ＣＥＮＴＥＲ株式会社 1120901013186 建築業の生産性向上にむけた鉄筋ジャバラユニット工法による組立プロセスの構造転換 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 東大阪市 アンファン株式会社 3122001014963 冷凍商品の開発により洋菓子販売の全国展開を目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＢＯＮＩＴＯ 4120001216083 シニア向け２４時間型トレーニングジムを開設し、シニアの生活の質を向上 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 祥美株式会社 2122001028626 ベトナムの食材や加工食品の輸入販売を行うことによる事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社友電舎 7120001036776 樹脂と金属の表面処理技術による新接合材料の電子部品への提供 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イートファクトリー 4120001154192 韓国料理ファースト業態事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社７Ｒコンサルト 2120001189950 コロナ禍での非対面・明朗会計３社見積もり及びオークションシステム 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 守口市 田中電機工業株式会社 8120001156193 生産設備の見える化システム 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ｆｌｕｘ 1120001124909 新サービス！の半セルフ白髪染めサービス提供への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴｒｉｐｌｅＱ 9120101024860 ＥＣサイト誘導型、ショールーミング体験＆小売店向け展示会機能併設ハイブリッド型店舗の創設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社シブヤ 5120001051926 自社ブランド設立によるランドセルのカスタム製造事業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社山口商店 8120901025984 ＩＣＴと建設機械の連携による既設杭基礎撤去事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社タイタン・アート 1120001139700 計画名：革新的なデザインで日本の伝統工芸品を再興させるビジネスモデル構築 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市住之江区 恩加島木材工業株式会社 2120001030379 自社独自技術で差別化！事業譲渡による住宅建材市場参入でコロナ不況に勝つ！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社元祖たこ昌 4120001077229 たこ焼き弁当事業の開始による中食事業への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 輝建設株式会社 7122001025222 古民家事業拡大で、経営の健全化と伝統技術継承・若手育成を図る 大阪シティ信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社藤丸 8120001006349 コロナ禍で打撃を受けた居酒屋経営からウィズコロナ対応した個室寿司店を開店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社一倉 2120001019538 加工高速化と半自動化で生産性向上！除菌装置向け部品製造計画！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市西成区 大阪衛生株式会社 8120001003701 廃棄物を有価物に！循環型社会に貢献する逆転の発想 太田　真公

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社アクオス 6120101052740 在庫管理アプリを使ったＩＯＴ災害備蓄用飲料水への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェイ・ビー 6120001005443 換気性能が高くコロナ禍に対応した焼肉店による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社丸真 3120101053048 飲食店の労働時間短縮に貢献する小分け冷凍肉の製造販売 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラ・ヴィーニュ 1120001167098 高齢者施設および医科大学と連携した高齢者施設向けフランス料理給食に挑戦 花山　和之

近畿 大阪府 東大阪市 松田産業株式会社 6122001007147 一気通貫受注体制の強化による新市場開拓計画 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社タイセー 3120001151752 「ライフスタイル・ヴィラ」の提案〜賢島の体験型宿泊でコロナ禍に新しい余暇を〜 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社アール・ステージ 5120002062773 環境と身体に優しい超濃縮型新製品（住宅用洗剤や家庭用化学製品）の開発と生産体制の確立 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社向井組 6120101040241 土木工事により排出される残土の改良・再利用事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社サンコー 8120002074205 内職（家内労働）への仕事斡旋・軽作業の受注・検品・納品 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社彩生建創 6120001209969 デジタル技術を活用したサイディングプレカット事業へ業態転換 山本　高久

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リベロ 5120001104130 民事信託営業支援システムの構築と強固なサイバーセキュリティ対策 上田　兵二

近畿 大阪府 寝屋川市 朝日熱処理工業株式会社 5120001147278 高機能複合表面処理による新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市中区 ＡＲＡＴＥＣ株式会社 7120101050289 配管部品販売業から何でも揃う「エアコンのコンビニ」への事業展開 橋本　賢宏

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ゼンショク 1120901001769 ロードサイド型の肉を中心としたファーストフード店の新規出店 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 吹田市 株式会社コーシン 2120901014761 国内の防水商材市場に対応できる販売体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社玉川化学工業所 2122001004866 環境に優しい複合材を使った射出成形と光触媒加工による自社製品開発と新販路開拓 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 デジタルスタイル株式会社 1120001167957 注文・提供・会計まで全て自動化する完全非接触型のおひとり様専門焼肉店の開設 豊中商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社心音 3120001160563 介護予防・更年期対策で自分らしく健康に歳をとる！男性のためのデリケートゾーンケア事業 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 吹田市 Ｅｘｃｅｌ　Ｇｒｏｕｐ貿易株式会社 4120901042892 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えたカフェ×体験型ワークショップ×マリーナ事業 山田　祥雄

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エムワン 9120001213786 こだわり層に”ちょうどいい”セミオーダー住宅の建築・販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社リベルタ 1120101028200 高野山遍照尊院をはじめとした寺院・ペットセレモニ－との提携によるペット訪問火葬事業 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社小林製作所 9120001003353 排水関連金属金具国内Ｎｏ．１企業が新たに挑む「給水関連金属金具」製造に向けた設備計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市北区 有限会社酒家 3120102007110 堺市で培ったノウハウ・ネットワークを生かし、地域貢献できるスポーツジム事業へ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クローヴプラスワン 3120001127422 結婚式のオンライン配信と、「新郎新婦＋映像」が主役の、披露宴演出。 田中　伸治

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社大雄工業 2120101054518 砕石杭地盤改良業への業態転換で下請けからの脱出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社木下輸送機 6120001019955 接待＆ビジネスコミュニティ機能の高い「２４時間ゴルフ練習場」事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 守口市 株式会社魁 1120001175745 ニューノーマル時代に対応した地元密着飲食店開業による多角化での経営安定化 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 大阪市西区 ＳＲＳ株式会社 7120001217566 世田谷区にて放課後デイと児童発達支援事業に新規参入 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社ｙａｍａｓｈｏ 5120003013536 美容室事業へ進出、オーダースーツ×髪型のトータルコーディネート提案事業へ挑戦する！ 安藤　亮史

近畿 大阪府 和泉市 蓮 冷凍自動販売機を活用した、精肉の無人販売事業への進出 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 高槻市 株式会社クララ 6120901017240 地域に根ざした　家具・雑貨のセレクトショップ開設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ユナイテッド・シー 6120001097340 エステ機材のリモート販売と施術指導に向けたビジネスモデルの革新 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社昭栄 2120001007724 空間演出力を活用し、上質な空間で高品質の芋菓子を提供する。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＩＴＣ 8120001161656 厳選茶葉を独自技術で加工・配合したティージェラートの販売 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｆ株式会社 6122001030058 ホテル及び人材派遣会社向けマッチングプラットフォームの運営 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社大つる 7120001017082 企業向け仕出し業から一般向け冷凍食品事業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社イクロス 5120101009650 在宅介護者を自宅のシーツ交換でサポートする「リネンサプライ業」に新規参入！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社カツキ 5120901034831 国内で非鉄金属の資源循環を実現する金属リサイクル業への転換 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市東成区 クレアモード株式会社 6120001179196 国内初！プロ向け、ジェンダーフリー「爪の基礎化粧品専門メーカー」への変貌による新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社三和歯車 1120001007642 平歯車依存から脱却し医療・半導体向けベベルギアの製造を実現 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社元気 3122001023122 介護施設が余剰スペースを利用して「シニア向けスポーツジム＋趣味の社交場」を新規開業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｈ＆Ｂ 4120001136380 非接触システムとサブスクリプションを導入した韓国料理店への転換 三橋　心

近畿 大阪府 大阪市西区 柴田株式会社 2120001044288 製造卸業から製造小売事業へ。リアル店舗とネットでオーダー傘の販売 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ケープラウド 5120101028618 完全個室のプライベートサウナとエステ事業を通じた新規顧客獲得事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｘ＆Ｔ 7120001171045 民泊事業者が新たに始める決済アプリ事業でインバウンド需要を獲得！ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 にわとり 北新地まるごとＶＲ！みんなでコロナを乗り越える地域活性化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社アサヒ工作所 9120901008939 多種多様な加工への対応力の高さと難加工材の加工技術を活かした医療用機器部品加工への新展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 株式会社フューチャーストーン 9120901001860 日本初のＰＣ工法で外壁として使う大判セラミックタイル加工の実現 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 旭精密株式会社 3120001049121 新設備導入によるＩＣＴ農機の超高硬度部品の高精度加工と量産化 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ヒストリエ 7120001134828 本格フレンチ＆イタリアンシェフが作るレトルト食品販売事業とＳＮＳを利用した販売戦略 株式会社香川銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社快生 4120001167756 独自サービスの開発によるサウナ事業への進出と事業多角化の取組み 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社あたけ 3120902009421 日本料理をご家庭に 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社小阪楽器店 7122001002650 音楽を中心に豊かな暮らしを支える”地域コミュニティ施設”を新設 永和信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社マノサリー 3120101024107 内外装業のノウハウを活かす業界初【どこでも映画館】への新事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社みのり 8130001039629 食品充填および包装セットアップ工場の新設 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 交野市 株式会社Ｈｅａｒｔｅｃｔ 2120001200254 通販事業者が自社物流で培ったノウハウで物流倉庫業に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社安田商店 1120102022169 ウォータージェット工法を用いたダイオキシン類除去事業への挑戦 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社シーキューブ 7122001018696 八尾市建築業の業態転換：リノベーション特化の体験モデルハウス 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 丸十服装株式会社 6120001028171 ニーズ急増の個人向け作業ユニフォームのプラットフォーム型ビジネスの構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社清明エンジニアリング 4120101034609 粒子線がん治療装置で体に負担が少ない医療環境を整える事業 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社東和技研 5120001050226 業界初地域限定ＡＩ釣果情報アプリによる琵琶湖地域の活性化を通じて地域イノベーションにつなげる 弁護士法人淀屋橋・山上合同

近畿 大阪府 堺市北区 ＫＯＢＡＫＥＮ株式会社 7120101051238 倉庫・事務所新設による仮設資材レンタル事業への進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ウィールカンパニー 有機野菜の青果店だからこそできる、安全安心で美味しいデリカテッセンをお客様に届ける事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 広洋印刷紙器株式会社 1122001002474 紙パッケージ製造で培ったデザイン力・設計力のノウハウを生かし、付加価値の高い「貼箱」「Ｖカット箱」事業の体制構築をおこな 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 永成建設株式会社 2120901018812 ＩＣＴ建設機械を活用した情報化施工及び現場の省人化計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 アイビ産業株式会社 1120001049073 ＢｔｏＢ強化ＥＣサイトと自社製造部門の立ち上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 日工検サービス株式会社 4120001046266 先端技法を活用した非破壊検査事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ドゥパック阪和 1120001096512 米袋の極小ロット対応に向けた設備投資と業態転換の取組 株式会社日本修身経営
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近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ケイツープリント 5120101000056 自動運転車の製造に必要な高周波電子基板への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 柏原市 株式会社万立 4122001021232 植物由来の石油系燃料及び潤滑油改質剤を製造する工場の新築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 北野緑生園株式会社 4120101021466 地元素材で地元産にこだわった堺産オリーブオイルを自社で製造販売する 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社中島商店 5120001068243 誰でもできるキッチンカーで、食品販売！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メディック 1122001004363 デジタル造形３Ｄプリンターと溶接技術の融合による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スパーク・クリエイション 4120901039823 クリエイターが活用できるワーケーション施設 本出　一正

近畿 大阪府 箕面市 トライアウトプロジェクト 関西美容業界の情報発信ＷＥＢハブメディア 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 岸和田市 新生工業株式会社 2120101045707 簡単施工のコンテナハウス「テナキューブコネクション」の開発と事業化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＴＵＭ 7120001166202 Ｚ世代に向けた専門技術育成型非接触オンライン配信教育事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社リコモーシヨン 1120001008962 スクール部門＆キャスティング部門の新規立ち上げ 税理士法人ＡＳＳＥＴＳ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社レーベン 5120001175221 仲介手数料不要の「不動産賃貸ＣｔｏＣプラットフォーム」の構築 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リーテック 6120001195680 空き家改修をコンセプトにしたレンタルスペース事業「リバコ」の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エックスラボ 5140001089155 セミナープラットフォーム事業「ＡＬＬｉｎＯｎｅＳｅｍｉｎａｒＴｏｏｌ」の提供 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社インフィクス 9120001074849 水景テラス併設・リバーサイドスシバーの新規開業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社メディカルソフト 6120001011235 和歌山県白浜町でアドベンチャーツーリズムの事業化 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 窯焼バッフィ 有機野菜、鶏肉等を使った料理教室、販売事業への新規参入 安田　有一

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社あむう 5120002049449 オーガニック食材を使用した「冷凍朝食」を提供するプラットフォーム事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社シード 8120901006778 医療の国際展開業務管理システム構築 礒川敦

近畿 大阪府 堺市堺区 エバーラスティング株式会社 4140001025417 在日ベトナム人向け情報配信サービスの運営 井上　裕光

近畿 大阪府 大東市 株式会社京伸 2120001159937 半導体業界をターゲットとした総合金属加工メーカーへの業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 豊ガスケット株式会社 2120001050798 水素製造事業における新仕様ガスケットの活用による「カーボンニュートラル対応」の実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社桑畑工務店 3120901026302 大規模建築物の型枠工事業から、地域密着型解体工事業への新事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 枚方市 夛田　良一郎 枚方市の居場所づくり、ゴルフカフェを始めます。 市山　優

近畿 大阪府 藤井寺市 山田紙管株式会社 5120101033106 高精度・高品質な紙管容器生産技術の確立によるスパイラル型精巧紙管容器事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 日本ネットワークコミュニケーションズ株式会社 3120001126085 効果的な狭域広告の配信で地元を元気に！地域密着・応援型広告業への新分野展開！ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社マザーフーズ 5120001131876 既存事業で廃棄されていた製品を利用しフードロスに取り組む 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 共進金属工業株式会社 3120001020040 鉄道車両部品加工で培った技術を基に異分野へ挑戦する事業再構築の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社斎藤研磨 3120901027705 高精度研磨によりエネルギー効率を向上させ脱炭素社会に貢献する新事業展開 中尾　元信

近畿 大阪府 大阪市城東区 国本建設株式会社 4120001014727 建設発生土の再資源化事業による経営基盤強化と環境保全への貢献 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ショウテック 9120001191859 ゼネコンをメインターゲットとした新工法次世代足場工事総合展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エイコス 2120001162602 富裕層向け高級旅館運営（宿泊業）への業種転換事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社アプリ 3120001167559 就労継続支援Ｂ型の展開で障害者に夢と希望を与え地域活性化を！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社豊島家具工芸 2120001178516 革命は常にローカルから。町工場から世界へ！家具の体験販売 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 スランジバー 消費者の嗜好に応える新鮮フルーツ野菜飲料によるテイクアウト事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 梅南鋼材株式会社 5120001004082 溶接・組立工程の新設で一貫生産体制を構築する新たなビジネスモデル 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーウェル 2120001119544 Ｔｗｉｔｔｅｒを介した企業と学生の出会いを促進させるマッチングＰＦの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＢＹＴＨＲＥＥ 6120001186325 「うつぼデザインブックカフェ」で職住近接地域の活性化に挑む 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市西区 中尾食品工業株式会社 9120101005126 こんにゃく芋を用いたオーガニックフィットチーネ麺の海外輸出事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 得正平野町４丁目店 レンタルバイク事業への参入による、飲食業界のＶ字回復への挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社関西ビル管理サービス 6120001161096 琵琶湖高島市一棟貸しリゾートヴィラ（仮） 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社シン・スタイル 6122002002056 コロナ禍のストレスと運動不足解消！地域貢献できるゴルフ練習場 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社協同精工 7120101001944 パレット立体自動倉庫による在庫のシステム管理を利用した即納計画 升谷道教

近畿 大阪府 豊中市 加藤建装 看板の修理補修技術を活かし、コロナ禍で見えてきた取引先の不用品廃棄需要に応需する 大八木　勇毅

近畿 大阪府 吹田市 国土環境開発株式会社 4120901036052 土壌改良事業に参入し残土処理の適正化を図り土砂災害を抑制する 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｈ２Ｂ 6120001112504 療術業の強みを活かしたグランピング施設運営 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社三久食品 8120001038292 冷凍自動販売機及び自社ＥＣサイトによる販売網構築による冷凍弁当事業（ＢｔｏＣ商流）への参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ダートコーヒー株式会社 3120001208932 従来にない新しい家飲みコーヒー商品群の開発によるＥＣ販売の展開 第一勧業信用組合

近畿 大阪府 大東市 株式会社洸 7122001027540 低コスト・短納期を実現する工作機械の中古販売業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 栗山縫製株式会社 9122001002236 縫製業者が下請けを脱して自社でアウトドアブランドを作る計画 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社三水 4120001181658 鮮魚関連飲食事業に挑戦し、民泊業の当社と黒門市場の蘇りを図る 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＥＵＲＥＫＡ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9120001218728 林産地を活性化し、次世代の木工技術者を育む、完全オリジナル木造住宅事業 山田　秀明

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社浪速工作所 6120101005228 小ロットの缶詰生産に特化した缶詰巻締機の製造販売事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 八尾市 特定非営利活動法人テイラーズ・ギルド 4122005003012 地域に根差したＮＰＯ法人が取り組む、美容医療事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社千住 1120001210361 独自の連携体制を活かし、未開拓市場のフリーズドライ製造業界に挑戦 池田　寛太

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＳＢＣ 3122001024442 輸入卸売業から自社ブランド立上げに挑戦し、高精度・高付加価値創出へ 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キューブ 6120001128401 ドッグラン併設施設付近にてペットと泊まれる宿泊施設（ドッグランピング） 森川　誠

近畿 大阪府 大阪市城東区 満家 朝食から楽しめる韓国料理店「コリアン今福ちるちる」の出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ｃｉｇａｎｅ合同会社 9120003013301 経産牛Ｂｕｔｃｈｅｒｓ＆シェアホームジム 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｏｎ　ｃｈｅｒ 5120001125432 本物のメイドインジャパン洋菓子の海外展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＲＫ　ａｎｄ 2120001091470 ＡＳＨＩｓｔ　爪切り難民をゼロへ！まちの薬局へのフットケアスペシャリスト出張事業 本庄税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 9120001187254 オンラインクレーンゲーム事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ドッグ・アミューズメント迎賓館 3120002059160 サブスク型総合オンラインドッグスクールの新規開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社コニック 4122001002331 高硬度板金曲げ加工用金型の生産体制確立により金型事業の再構築を実現する。 株式会社中国銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社グランブルー 6120002043541 手肌にやさしいハンドウォッシュ及び関連商品の開発・販売 末吉税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 大阪デリバリー株式会社 3120001168540 ＤｔｏＣ市場の成長を支える物流基盤事業「ショップロジ」の新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 アクア・プラン株式会社 4120001099669 樹脂性ウルトラファインバブル節水器の開発と一般家庭向け市場への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社トータルワークス 6120101030036 既存事業の強みを活かして内装床面剥離研磨という新事業へ進出する 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

近畿 大阪府 交野市 株式会社グラント 5120001152690 フランチャイズを活用した「武田塾　洲本校」の開校 村尾　一機

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 日根建物株式会社 9120101040494 エリア初！コロナ禍でも安心な日中支援型障害者施設運営事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社テクノメタル 2120001152066 環境に配慮した汚泥等の脱水機スクリューの製作 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＦＵＫＵＤＡ－ＹＡ 8120001119357 朝食付きリゾートグランピングホテル開業計画 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ワイズ・ラブ 3120101022184 新時代の日本酒サーバーで街の居酒屋を支援！飲食業向けＩｏＴに挑戦 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社サファリ 6120001099386 障がい者雇用と地域活性化を目的としたクラフトビール事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社関西遠心分離機製作所 9120001034695 生産機初の３０，０００Ｇ遠心分離機を開発し新分野へ進出 久保　憲司

近畿 大阪府 大阪市北区 ミラリス・アセスメント株式会社 4120001205482 代理店による発想を逆転させた３Ｄホログラム広告事業モデルの構築 税理士法人ブレイン

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ミズノマリン 7120901025812 エンジンベンチテストマシン導入による業務効率化の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 エービーシーデービッド英語スクール 英会話教室から「国内留学事業」への新分野展開 青井　卓郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社グローバルコムズ・ジャパン 1120001191791 インバウンドメインの素泊まり民泊から国内富裕層向け出張料理人付の一棟貸切型に新分野展開。 株式会社四国銀行

近畿 大阪府 高石市 三陽工業株式会社 5120101008330 再生可能エネルギー及び次世代エネルギー発電製品のＯＥＭ生産体制構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社コンストラクション・サービス 3120001176881 「就労継続支援Ｂ型」施設運営への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

近畿 大阪府 大阪市生野区 旭特殊工業株式会社 8120001016802 既存技術を活用した関西では唯一、大型アルマイト処理への取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社櫻製作所 6120001055356 医療機器部品の大量生産への新規参入 税理士法人廣木会計社

近畿 大阪府 大阪市平野区 特定非営利活動法人翔夢 1120005009841 福祉施設が提供するいも天テイクアウト「ゴルポテ」 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔｈｅ　ＤＩＮＩＮＧ 7120001167588 ゴルフ特化型コミュニティアプリ事業計画 山本　多通男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社商建 7120001107429 限界集落の再生事業の先駆け。完全独立型グランピング施設【Ｔｈｅ　Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｈｏｔｅｌ】の開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社竹本設備 3120901002815 加工設備の高度化、製造業分野への進出を通じた新分野展開 大串　智之

近畿 大阪府 池田市 株式会社メディカル・ハンド 4120901028264 非接触対応の入浴介護ロボットも導入した、重症心身障害児をメインに受け入れる放課後等デイサービス事業 表　順一

近畿 大阪府 東大阪市 サカエ株式会社 4122001002570 医療機器、化粧品に対応できる高品質でクリーンなプラスチック容器の製造 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 寝屋川市 ゴマジェットカフェ ファストフード型のカレー店出店による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 アクセス・アイ株式会社 9120001131732 生花・障害福祉業界にＳＤＧｓ目標８を！新しい生花店の形 税理士法人ウィン合同会計事務所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社喜多郎寿し 6120001210613 オーダーメード寿司をネット受注する新業態展開 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エヌプレ 6120101054092 和泉市庁舎飲食運営事業で地域活性化に貢献するレストラン事業を新展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アロンジ 3120001202126 ｗｅｂアセスメント（適性検査）によるＢｔｏＣ事業／既存事業との相乗効果 鳴瀬　晴規

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＥＶＥＮ　ＴＲＵＳＴ 3120001203074 閉校した中学校を活用したシニア・女性専用フィットネスクラブ事業計画 神園幸太郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 みなとホールディングス株式会社 9140001105841 カンボジアでの美容健康通販、及び物流代行・システムプラットフォーム事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社安藤製作所 2140001067865 測定器等導入による熱硬化性樹脂等の高付加価値加工・製造を行う為、新たに品質保証部門、設計部門設立による新分野展開事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 デュオブランド株式会社 6140001084394 ヘアメイクサロンが挑む男性・キッズ・介護向け脱毛事業 林　文彦

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 有限会社メディア・レフ 3140002053616 健康社会を実現するオンライン学会事業の構築 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ クレオの星型冷凍ピッツァのネットショップ販売事業 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 9140001067289 居酒屋スタイルからの大自然の中のアウトドア事業への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 岸田サイジング株式会社 9140001075457 播州織の技術で畦取り機械を導入することによる新分野への参入 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ウッディランド 6140001066285 中小規模ライブパフォーマンスに特化した派遣型オンラインライブ撮影配信サービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 南あわじ市 竹原物産株式会社 1140001085653 玉葱の皮むき事業に新たに進出することで自社と地域の問題を解決する。 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 カカオもの 夏向けの新規事業構築と非接触販売によるテイクアウト需要の開拓 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 澁谷農園 無人入退館可能なレンタルスペースとそれを活かした野菜販売の展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ブリスト　ジョネス 総合美容業への１歩へ！地域密着型美容室による新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 クレセル 零細スポーツ事業者を助け子供の健康も守る事業への業種転換 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 姫路市 チョコダケ チョコレートを極めた専門店のノウハウを活かしたチョコアイスの販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社マンゴースィーツインターナショナル 8140002027821 自分で素材を選んでテイクアウトする夜パフェ新業態の事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社フィッチインターナショナル 7140001072679 自社ＥＣサイト構築による非接触型グッズ・金券類販売計画 京都信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社匠工芸 8140001105033 ファンタジーの世界を再現した３次元ゲームが楽しめる新規事業開発 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 テッラドーノ 既存事業との親和性が高い農業体験型宿泊サービス展開による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 合同会社ニクール 1140003008835 地域に根付く個別学習塾の開設での地域貢献事業の確立 和田　敦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ファウナ・プラス・デザイン 6140002022502 建築デザイン提供業態転換「猫のためのデザイン」パッケージ販売事業および非対面ＩＴ化事業 馬場　健志

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社キヤツスルレザー 7140002051698 姫路の伝統工芸品「姫革細工」の直売店開設と体験教室による収益拡大事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 株式会社Ｕｎｉｔｙ 1140001072569 「ＡＩ×非接触型」女性専用フィットネスジム事業の運営冫 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 魚住鮮魚店 コロナ後を見据えた居酒屋のテイクアウトスイーツ参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 マザーリーフ 男性客をターゲットとした美容機器導入による新規事業展開 秦博雅

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 神戸メカニカル株式会社 5140001105052 雇用確保を現実化！ピンチをチャンスに変え新事業展開！Ｖ字回復を目指す 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 ＫＵＫＵ 手技を使わずに内面健康を経験できる新感覚の体験型カフェ事業 井川　雅博

近畿 兵庫県 西宮市 セリュックス・ロジ株式会社 5140001074355 イートイン飲食事業からテイクアウト飲食事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古川市 弦流 「ラーメン店の製麺事業内製化」による事業再構築 佐野　良太

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社雪月花 7140001067654 神戸ビーフお惣菜のネット・カタログ販売による業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アクティ・ニジュウイチ 9140001036888 Ｃｏ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ（創発）のオープン・イノベーションによる大分発スタートアップの創出 東京中小企業経友会事業協同組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＴＳＯ 5140001067697 コロナ禍でも需要が強い「貸切型グランピング施設」への新規参入 株式会社エベレストコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社フィリーズギャラリー 2140001045508 フィットネス市場への進出によるコロナ禍の克服と事業の成長 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 姫路瓢亭本店 お取り寄せ濃厚すっぽんスープ惣菜の製造販売を開始する新分野展開事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 株式会社マンダリン 7140001111957 地産地消の企業理念はそのままに委託食堂運営から自社セントラルキッチンを新設し弁当、宅配食への業態転換 矢野　義之

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社カプセル 5140003005473 アパレル小売り事業から、バー運営事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 兵庫県 豊岡市 玄 そば店が、和風スイーツカフェ「ＧＥＮ」の創設事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 たつの市 和ごころ　福久 地元で人気の和料理店が地元食材を使った新商品「海鮮巻き寿司」を＂出荷＂する 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｇｒｏｗ 2140001095255 若手の力で地域を元気にする配信スタジオ事業の立ち上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ｇｌａｍｕ． 六甲山観光スポットで開始する木製キャンプ用家具販売／木工教室 花岡　貴志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＡＭＡＮ 2140003009205 鍋料理専門店進出による収益向上計画 冨松　誠

近畿 兵庫県 養父市 有限会社クローバー 5140002039084 コロナ禍の健康不安を解消するヨガスタジオへの新分野展開事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 ＩＮＡＢＡ　ＷＯＯＤ　ＷＯＲＫＳ ギャラリーカフェ運営によりシナジー効果で売上を回復 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社Ｓｏｙファーム 7140001096736 冷凍焼き芋加工販売で新市場へ進出し、大口取引先依存体質から脱却 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社はやしお 3140001086154 淡路島の地元の力を結集し農水産物加工食品製造業への事業展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社大谷商店 5140001111364 世界の酒ワインと魚、肉総菜の加工食品を楽しめる小売り事業の再構築計画 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 姫路港サイロ株式会社 8140001060897 飼料原料加工サービス事業新設による新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 やきとり鳥源 自社強みを生かした、新規「鳥ラーメン専門店」開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 アイリスホームズ合同会社 8140003010685 若者向けテイクアウト専門販売事業 尼崎商工会議所
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近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社日之出美装 9140001107012 エシカル消費をコンセプトにお客様が社会貢献を実感できる飲食店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 7140001111825 ピザ専門店からイタリアン惣菜テイクアウト等への業態転換 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社明石氷販 6140001037369 十五番だんご＆カフェ事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ウエダ建装 8140001091851 サンドイッチ専門店の開店と居心地重視の地元密着型レストランの併設 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 エヌケイケイフーズ株式会社 1140001034602 ポストコロナ型のホルモン焼き専門店兼セントラルキッチンの出店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 有限会社宮田木工所 8140002053256 新型設備導入による新生活様式対応家具の生産体制の確立 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社美々樽 6140001092224 電気機械器具小売業（補聴器等の販売）を主事業とした業種転換 小倉　敏郎

近畿 兵庫県 美方郡香美町香住区 株式会社伊藤梅商店 7140001056319 ガソリンスタンド事業から石油運送業へ進出し地域需要をとらえる 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＯＵＭＩ 4140001061511 「ヴィンテージスポーツカー愛好家」のための中古車販売事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社福真 4140001090972 食に携わる事業者が、ドローンを活用した農業支援事業を開始する。 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 美容室くわはら 美髪・美肌の為のサブスクリプション型トータルパーソナライズケアプログラムの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社下村酒造店 3140001066024 海外向けの新ジャンル大吟醸酒製造による輸出事業の展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社ラ・ソール 9140001113778 姫路に出展！ハリウッドアイブロウの開店とネイルチップの販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 ロコ 家島諸島の海産物を活用した移動販売による地域貢献事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社吟八 4140001099915 淡路鶏の鶏料理を中心とした「家飲み特化型」デリバリー事業の展開 伊藤　央

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社サンハート 5270001002872 機能的な化粧品の販売と機能回復施術ができるサロン事業 濱高　大

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社河南勇商店 2140001041688 地元特産品の素材特性をよく知る老舗青果卸問屋が展開する惣菜加工事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 ノマ 滞在型アトリエ＆イベント施設の創設 池田商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社オフィスレオン 2140002024642 換気の効果を可視化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市　中央区 中華とお酒　Ｍａｒｍａｎ 自社強みを生かしたコロナ禍に対応する「神戸まぜそば専門店」開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社オンジャスト 9140002042472 新たな働き方を取り入れた個室美容院の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ネクサス 4140001106448 レンタル・ギャラリー及びインターネット展示販売の仲介業 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＥＯＪ 3140001090172 冷凍自販機販売とＥＣサイト開設で全国の方にたこ焼きえびすの味をお届けする 浦田幸一

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社浜田屋本店 2140001084852 パスタソース市場に新規参入 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｓｏｒａ そうざい業免許取得のための建屋を新設し、中食産業への新展開 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 理容うえたけ 顧客の新たなニーズに応え、また新規客獲得に向けてエステ業へ転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ペットの未来クリニック 高齢ペットの飼い主の悩みや課題をオンラインで解決する新規事業 やまと税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社オーガスタ 7120001175624 オンラインカウンセリングシステムを導入し商品の提供方法を変更 神農大作

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社くぼ写真製版所 5140002048309 第二の創業【特殊印刷（ｅｋｕｂｏｘ事業）】への新分野展開 スカイハイ税理士法人

近畿 兵庫県 川西市 株式会社新興商事 8140001079376 既存の高圧殺菌技術を活かし化粧品事業に参入する新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社北野酒店 5140001015961 食品分野への新規参入及び経営効率の抜本改革に向けたメニュー作成支援システムの構築 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アートハウス ライブハウスが運営する独自のオンライン音楽教室への新分野展開 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コワーキング協同組合 9140005020632 コワーキングスペースのオンラインイベント情報共有・収益分配システム 平野　匡城

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エミュ 3140002046520 海外気分を味わえるフォトウェディングの新分野展開への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社オーキャット 2140001116176 食卓をすみれ色へ。当店自慢の備長炭焼き鳥を、食卓に届ける 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 アイクリ 「マスクでも楽しめる女性の美容」を加速させる事業 株式会社ＷＥＥＶＡ

近畿 兵庫県 姫路市 三七十庵 インバウンド観光客の回復を狙った「うどん専門店から居酒屋」への事業転換計画 吉田　正人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 合同会社ＬＡ　ＦＡＭＩＧＬＩＡ　ＲＯＵＴＩＮＧ 1140003011459 高齢者を主たるターゲットとしたトレーニングオンラインシステムのＢｔｏＢ販売の開始 花岡　貴志

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＬＩＮＸＳ 9120001194969 需要急拡大のドライヘッドスパへの参入と資格認定事業への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社コニシステム 8140002027276 コロナ対応型スタンプの事業化によるコロナ禍の克服 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 中国料理　椿苑 誰にも負けへん！！ナンバーワンでオンリーワンなくーりん餃子の冷凍自販機での販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 カレーとうつわ　ころは 器とカフェを中心としたデジタル型の観光施設事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社ＬＩＢ 3140001100229 観光客向け飲食店から業務転換、地元の方々が自宅で毎日楽しめるパンを店舗と移動販売車でお届けする製造・小売業 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社マザーフーズカンパニー 7140001124389 緊急事態宣言の影響を受けにくい冷凍・焼き餃子のテイクアウトへの転換 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 合同会社雅 7140003011858 鮮魚の知識や経験を活かした巻き寿司のテイクアウト販売店開業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 播磨宏和 テイクアウトを中心とした焼き鳥専門店の新規展開による事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社コレクト 4140002035803 ドローンを活用したＡＩ外壁診断・調査・測量・スクール等の新事業に進出 前田　直

近畿 兵庫県 神戸市中央区 大成交通有限会社 1140002021525 配車アプリを活用した地域一番タクシー会社作り事業 ＴＦＳ国際税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市長田区 特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト 1140005023824 『障がい者』の我が子を、安心して残せる世の中へ。 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 高砂市 ハリマニックス株式会社 7140001044190 下請け体制からの脱却！長年携わってきた資料作成サービスを、ＤＸ促進サービスとしインターネット経由で直受けする業態転換 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 レオグローバル株式会社 1140001112011 コロナ禍にマッチしたフリーウエイトジム事業の新分野開拓によるⅤ字回復 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社マリーンフィールド 1140002057932 スイーツ部門の新設と新販売チャネル展開による新市場開拓 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 魚利 魚屋が営む集客実践営業型レンタルキッチン事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社大一食品 3140002052683 お米にこだわったインスタ映えするハンバーグ定食屋への進出 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＳＴＡＲ’Ｓ 4140001092762 コロナを見据えた沖縄初の明石焼きテイクアウト専門店の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社栄水化学 1140001047835 カーペット洗浄及び床清掃を機械化して高齢者の雇用を創出する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社スヴァルナ・アーユルヴェーダ 9010901030846 登録有形文化財に泊まる日本の農村体験を生かした体験型民泊サービスの提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 パブスナックＢＡＭＢＯＯ ノンアルコールドリンクと軽食提供による喫茶事業への挑戦 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 美味創想株式会社 6140001118409 個室エステを併設した半個室スペースのある美容室兼エステサロン 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コーヒーラボフランク コーヒー豆と焼き菓子の自家製造・販売、及びコーヒー機器販売への新分野展開 エース税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 兵庫ファイン工業株式会社 4140001076419 店舗家具作りの技術と情緒ある無垢材を活かした手の届く自社ブランド高級家具の拡販計画 島本　昌一

近畿 兵庫県 神戸市北区 うまいもん酒房　和来 居酒屋店がテイクアウトを併設した多国籍ファミリー店を開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 株式会社Ｄｅｆｉ 4140001124516 店舗横にテイクアウト・宅配店舗を新築し接触機会を減らす新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社七施 4140001113403 お出汁が香る朝食で朝食難民と日本酒で昼飲み難民を救う事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ウィルスン 8140001089251 自社ネットワークを駆使し、需要が拡大している焼肉事業への挑戦 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社リピックス・ラボラトリーズ 5140001027387 生体計測技術を活用したＡＩ相談室事業への進出 冨松　誠

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社コレット 8140001033903 貴金属・アクセサリー製造加工サービスの新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 彩華 隠れ家居酒屋から家族層及び観光客を狙う焼肉店への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 武田塾伊丹校 寿司宅配店と海鮮丼テイクアウト店の複合運営による中食産業への進出 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｓｐｉｃｅ　Ｊａｐａｎ 1120001180968 セントラルキッチンの稼働による神戸繁盛店の洋食屋の多角化経営 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 藤原祐介 ぱふぱふ堂のウィズコロナにおける売上アップへの取組 服部　貴行
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近畿 兵庫県 加古川市 竜一屋 元ボクサーが手掛けるテラス併設型新業態カフェの開発 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社Ｔａｗａｍｕｒｅ．ＪＰ 9140003014520 キッチンカーのレンタル事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ニューアリマ 9140001066506 食品関連のインターネット通販事業及びレストラン店頭販売の新構築 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 尼崎市 赤間研磨 機械産業の研磨業からアイアン家具ショールームとなるカフェへの進出 京都信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ベータミュージック 4140002050744 ライブハウス運営から情報通信業（映像収録事業）参入により事業再構築を図る 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 セブントゥーサーフ スケートパーク隣接のコンセプトカフェ、痩身マシン運営 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社神戸産直クラブ 6140001068926 品揃え価格地域Ｎｏ１　お届けサービス付オーガニックスーパー 瑛智税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社シーアンドシー 4140001000411 ファミリーレストランＲＩＦＵＫＡ保有物件をフルリノベーション 金園　英也

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ラ・パール・ドリエント株式会社 6140001023988 カフェ事業展開による収益改善と既存事業の顧客開拓計画 高橋　逸

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 二条 コロナ禍でも楽しめる海の近くのオープンスペースを利用した坂越ブランド牡蠣のバーベキュー提供 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ｃｒｉｂ 8140001107236 美容コンサルタント業によるジュエリーのデザイン・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 養液栽培研究所 施設園芸における、有機栽培用のスマート農業　ＩｏＴ　機器開発・販売 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＲＡＶＯ 3140001103149 伝統食のアップデザイン「豆腐プロジェクト」 德安　勇佑

近畿 兵庫県 三田市 株式会社小谷屋 2140001066347 わんこ蕎麦のテイクアウトと呉服店を融合した豆腐懐石料理店開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｍ’ｓｔｅｃ株式会社 5140001105671 貸店舗を賃借し改装して、新規事業「メンズアパレルショップ販売及びオンラインショップ販売業」を行う。 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 ＡＫＡＮＮＯ合同会社 6140003014275 地域資源を活用した塩麴とぬか床の製造販売継承及びお総菜販売業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 Ｌ’Ｃｏｃｏｏｎ株式会社 5140001111133 美容から婦人服小売業へとトータルビューティーを目指す 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 白雲まこと 接触機会を削減し感染症の発生・防止を図るテイクアウト販売事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社山富 2140001044303 冷凍加工によるオリジナル中華料理の中食向け販売事業 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 伊丹市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＴＡＬ’ＫＥ エステティック・ネイル・アロマキャンドルの販売 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｄ．Ｏ．Ｄ株式会社 3140001089306 芸能の未来を変える、本当のプロが知れる芸能スクールを新展開する事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社小谷興産 3140002035779 放置空き家再生×ＩＴ活用による完全非対面型スマート旅館事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社中尾設備 7140001027864 自社ショールーム完備！ガス事業部門の新設計画 松田　千尋

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社バンガロー 1140001102433 拠点スペース効率化とスタンディングワインバーへの展開 谷川　盛彦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＭＧＯ 5140001042188 シングルマザー等の創業コンサルティング業と美容機器販売の総合商社へ挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｋｏｂｅ　ｒｉｃｈ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 4140001111258 コロナ禍で生き残りをかけた石鹸ニーズを捉え商品提供の挑戦 塔筋　幸造

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社魚路 1140001107713 名店寿司屋の高品質素材を活用した巻き寿司でテイクアウト事業へ進出 髙木　美和子

近畿 兵庫県 尼崎市 クニモト自動車 夢の詰まった空間が作れる軽トラキャンピングカー専門店の展開 西谷　友香里

近畿 兵庫県 小野市 ＡＢＳグループ株式会社 7140001121015 地域密着介護福祉タクシー事業転換 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＹＯＵＲＳ　ＰＲＯ株式会社 2140001110534 心身共に綺麗になりコンプレックス解消に取組む脱毛美容エステ店の展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社きとらフードサービス 4140001086979 遊休地を活用したテイクアウト進出計画 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 芦屋市 バーこむらさき 元旅館の古民家を再生したカフェ併設「複合エステサロン」事業 今中　明子

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社国際旅行 8140001039553 多言語観光情報ＷＥＢサイトと連動した観光カード活用による新分野展開事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社魚組 9150001000265 素材の良さを味わえる惣菜商品の販売 中田　聡

近畿 兵庫県 丹波市 農家民宿はるりｈａｒｕｒｉ 地元丹波産の野菜・果物で作る石窯ピザとジェラートのキッチンカー 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 Ｓｐａｒｅ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｕｄｉｏ テイクアウト＆デリバリーの導入と団体客から少人数客へのシフト 明石商工会議所

近畿 兵庫県 高砂市 空花 リトリート高砂足元の資源から生みだす「一枚の紙・ひとつの器」 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｃｒｅａ 9140001074442 小規模店舗のリスク回避した開業支援で新しいビジネスへの取組み 岩佐　修二

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 兵庫明光販売株式会社 7140001018129 デジタル化の社会変化に対応する、”あなたの会社のＩＴ部門”をつくる Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 神崎郡市 株式会社荒木印刷 5140001063309 脱炭素社会に求められる新製品製造による事業再構築の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＴＦＣ 5140001031694 ゴルフショップが運営する２４時間シュミレーションゴルフ練習場 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社大東 7140001087025 新たな成長を見据えた新市場への参入による事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波市 荒木食品株式会社 8140001040890 学校給食向け国産冷凍カット野菜の加工販売による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 協和製工株式会社 3140001021557 ステンレス製品の加工技術開発による、半導体製造装置・医療機器製造設備への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 東亜重工株式会社 9140001036467 新規参入！海外農業機械用大型部品製造に伴う高精度・高出力ビレットシャーの導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波市 長岡機械株式会社 5140001041215 コロナ禍にて急速に需要が拡大する非接触温度計分野への新規参入計画 京都北都信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社インテリア滝井 7140003011610 マイカーやバイクの撮影ができる大型レンタルスペース運営への挑戦 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 太陽刷子株式会社 3140001024469 歯ブラシメーカーが新分野展開による売上創出を目指し事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社富田建設 8140001072744 地域の環境と作業員の健康を守る！ウォータージェット工法によるアスベスト除去事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 西宮市 さくらオートマット株式会社 7140001072027 特殊な生成技術を用いた塩分を含まない高機能除菌水装置事業への進出 東京中央経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ナンバースリー 9120901001514 新規ＥＣオンライン開設とパーソナライズ＆カスタマイズヘアケア事業参入について 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ファイブアップ株式会社 6140001002372 当社の試作開発能力を活かし、世界的な食糧不足を解決する昆虫原料の飼料を製造し、ニッチトップを目指す 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社橘 1140001118594 経営資源を有効活用したバケーションレンタル事業の構築 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 高砂市 中谷建材株式会社 4140001044136 プラント運営の技術力を結集し、完全自動化・環境配慮型の砕石（珪石）プラント新設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プラスワンホスピタリティ神戸 7140001092082 ケア＆ホスピタリティで安心！障がい者（児）向け「短期入所」施設運営に参入 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社住本鉄工所 6140001059553 コロナの影響による売上減少から脱却するための新分野展開 田中　洋介

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 尾内商会 最新技術を用いた農業用車両のエーミングと水性塗装 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社アトラスメディカル 9140001108423 高齢者施設をターゲットとした巡回による健診及び検診業務への取組 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 株式会社ＡＲＫ 2140001080785 特装車の多様化と産業サプライチェーンの構造転換に貢献するトラック等の架装販売計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社リバー 7140001075987 医療機器部品の生産体制を構築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 兵庫県 美方郡香美町香住区 有限会社北村工務店 2140002046380 空き家問題の解決に向けた遺品等の整理業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社大日金型製作所 5140001078554 電気自動車向けの生産プロセス再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 神戸市長田区 株式会社丸一 8140002009266 クリーニング資材卸売商社の強みを活かしたコインランドリー経営・出店サポート事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ダイヨー 6140001086052 測量技術とデジタル技術を生かし、土工事（ＩＣＴ施工）分野へ展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 下田 テイクアウト、デリバリー、イートインと全てのニーズに対応した利便性の高い新事業開始 浦田幸一

近畿 兵庫県 加西市 株式会社吉田 7140001099276 地域のハブ事業者が挑む、新事業プロジェクト 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ターナ 9140002023555 専門性を活かしたイタリア料理専門総菜店を展開し収益向上を図る 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＫＯＫＯＳＩＣＡ カフェ事業の強みを活かした、チャレンジショップ・宿泊施設・イベントスペース事業への進出 日新信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 和田山精機株式会社 1140001046928 高精度切削研削技術の獲得によるガスタービン部品用金型製造分野への展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 栄弘特殊硬業株式会社 1140001052208 町工場の挑戦―脱炭素社会に向けたメタネーション分野への新分野展開ー 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ハマベ 3140001100096 冷菓生産用恒温槽の生産体制構築によるアイスクリーム業界進出 株式会社ゼロプラス
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近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 エイチ工業株式会社 6140001025860 難金属切削技術の強みを活かして発電タービン業界への新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社円山荘 5140001015458 【有馬温泉】ワーケーション事業参入による長期滞在ビジネス客の獲得 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社タツミ精工 9140001104975 成長産業向け新製品製造による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 三祐木材株式会社 2140001017531 個人向け木材ＥＣ事業と法人向け木材プラットフォーム事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 養父市 株式会社津崎鋼材 1140001046564 鋼材卸売事業者による高層階建築向け胴縁の製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 ＴＯＭＯエンターテインメント株式会社 9120001098369 ＥＣ専用自動撮影システムの製品化に向けた開発事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アイ・アール・シィ 4140001092696 建設機械のレンタル業へ新分野展開することによる事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 グリーンピールサロンアリンアリン 自分で洗えない方や頭皮改善したい方向けシャンプーサロン事業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＫＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4140001101192 健康的な食を通じて地域を明るく元気にする冷凍パン卸売事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 西部興産株式会社 5140001085633 淡路島の新鮮野菜を育て収穫し食す・グリーン・ツーリズム特化型リゾートの提供 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ハタヤ 1140002005065 屋内・屋外広告の印刷を生業とする印刷業者の業態転換による事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社ダイレクト 5140001077218 ゴルフ場集客に特化したデジタル販促用システムの開発販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ティ・アンド・ジー 7140002019761 グルテンフリー焼き菓子の製造・販売とインドアゴルフ練習場運営の計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社スピラル 2140001085966 スティック充填サービスの提供及びたまねぎスープ等の開発・製造・販売 松浪　辰也

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 モンノ株式会社 4140001017991 既存のガス外管・内管工事とは異なる水道本管布設工事を展開する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社ロイヤル 1140001076520 ドライブスルー型店舗でロスフラワーをチャンスに変える事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社オー・スリー 1140001015817 フレンチレストランの業績不振を打破するため、新たにオーベルジュによる宿泊サービスを開始する 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社バンハイム 4140001086137 スマートハウス、スマートホーム・ＩｏＴ住宅を実現するシステム販売事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社藤井産業 2140001044220 小型・量産物の研磨分野進出に向けた研磨作業のロボット化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社大興運輸 9140002035121 残土運搬事業で培った強みと地の利を活かした真砂土・砕石販売への挑戦 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ｙｕｍｅｎｏ 5140001111182 テイクアウト商品開発や小売事業拡充に伴う製造キッチンの増強 星　雄仁

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 ヒサヤ株式会社 7140001063579 地域初のパンケーキテイクアウト専門店の出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社エイトテック 4140002052567 播磨地域に密着したハイブリッド型ＤＩＹ体験・相談教室への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 株式会社フジワラ 5140001076442 高機能かつ可変情報印刷が求められる医薬品シール分野への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 合同会社Ｋ．Ｋ 4140003008948 新しい「クルマ文化」を顧客に提供するカーラッピング事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社エスエスオート 8140001080887 高級輸入車向け板金塗装サービスで挑む新分野展開事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社光栄製作所 1140001108653 軽量素材部品を製造する高速油圧式半凝固鍛造機による新市場獲得計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 シンエスタ株式会社 1140001086750 吊り足場事業への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 ライト内燃機工業株式会社 2140001062247 総重量１０トンを超える大型特殊車両部品の修理を車両を預かって行う事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社荻野製瓦工業 2140002034716 建設廃棄物処理事業への新規参入による資源循環型の新分野展開実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 エムケ総合有限会社 9140002062702 次世代のシステム吊り足場を活用した足場材リース事業 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 宝塚市 ワールド工業株式会社 4140001083472 次世代モビリティ分野進出に向けた旋削工程の内製化・高精度化 播州信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 御園サツシ工業株式会社 3140001051463 ステンレス板加工能力獲得による耐震仕様ドア製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社天望苑 3140001056207 ペット同伴可能なドッグラン・森林浴付き一棟貸しコテージの運営 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 フードカフェ　リラックス 大人のためのカフェ併設インドアテニス場の新設 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＰＩＮＥ　ＴＲＥＥ 1140001113653 テイクアウト商品開発や小売事業に伴うセントラルキッチンの増強 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社上組機設 3140001088547 浄化槽・沈殿槽分野への新分野展開を可能とする生産体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 姫路市 大黒水産株式会社 8140001065707 新たな水産加工を活用して、坊勢島の新鮮な魚を小売する新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社田中造園 6140001102420 造園工事業者の挑戦！多肉植物をメインとした店舗型小売店への業種転換 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ジェイテック 1140001004828 一般金属加工部品にオーダーメイド金属彫刻業を組み合わせた高生産性金属加工事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社トラスティック 8140001037549 神出町に玄人が好む雑木林を活かしたキャンプ場運営に新たに進出する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 明石ダイカスト株式会社 3140001044459 創業５４年の鋳造技術を活かし、新たに製品検査・受託解析サービスに進出する 播州信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＮＰＣプラント 8140001099580 大径マイターベンド管及び配管ユニット化に対応した新工場の設立 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 電灯舎 姿勢、呼吸、精神を整え、良いアイデアを生み出す一人宿の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 守山石油株式会社 3140001056727 車検、自動車・漁具の修理及び自動車販売に新規着手する事業計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 雲輝商事合同会社 8140003011337 飲食店経営への知見と経営サポート人脈を活かしたラーメン店の運営 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ハリマネヂ工業所 8140001035370 農業機械分野で低燃費エンジンを実現する中空カムシャフトの新規製造 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神崎郡市 有限会社佐伯製作所 6140002053051 「タップ加工を含む完成部品」の社内一貫製造事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 てらたに酒店 こだわりの地酒や地元グルメを提供するスタンディング形式・フリースペースを活用した飲食コーナーの運営 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社マツモトエンジニアリング 8140001025826 土木工事の知識と経験を活かし、新たに解体工事業に進出する事業計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社笑栄 5140001113063 ダイヤモンド工法と潜水技術を用いた海洋土木新規事業への展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社亙 2140001090909 「御食国」淡路島の魚と、匠の技を駆使した地域とともに創る貸別荘事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ＹＭ精機工業 割出５軸対応マシニングセンタを用いた複雑形状部品への参入 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 合同会社ＣＯＲＥＨＩＴＳ 3130003003942 ＩＴコンサルティング事業から飲食店向けシステム販売事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 安居精工株式会社 4140001044648 高精度の特殊治具・精密部品の一貫生産体制構築による新分野展開事業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 バーエトワール 宿泊施設・セントラルキッチン・珈琲焙煎・飲食店を行う複合施設の運営による事業再構築 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社アールシー川西 3140001079488 廃棄物受け入れ業務の無人化計画 株式会社トリプルバリュー

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社舞子運送 3140002006598 雇用を守り地域へ貢献する！大型・中型トラック整備事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 加古川市 ユウキ産業株式会社 5140001043748 大型金型製造とＧＦＲＰ対応射出成形技術確立による介護分野への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＪａｍＨｏｍｅエステート 2140001046349 住宅型有料老人ホームによる“地域包括ケアシステム”への挑戦 株式会社クリエコーポレーション

近畿 兵庫県 明石市 有限会社住空想建築工房 7140002024381 地産地消で盛り上げる、横丁による【明石町興し】プロジェクト 日新信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 とりしげ ウィズコロナに対応した地元密着型の持ち帰りサービス対応のお好み焼き・和風居酒屋の融合 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ｅ－ｍａｉｓｏｎ 9140002026376 越境ＥＣとサプライチェーン構築で海外販路を開拓するＢｔｏＢ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ウェルスエンジニアリング 6140001094476 プラント設置工事技術を生かした足場組立工事事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 小泉製麻株式会社 7140001003329 環境配慮型の樹脂フィルム製業務用液体容器製造の内製化と医薬品分野進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 4140002045728 急速冷凍を活用した品質の高い医療患者向け弁当の製造販売 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 川西市 有限会社鼓が滝介護センター 8140002065409 引きこもり支援型カフェ事業とＳＯＨＯ利用者のためのマンスリーマンション事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大総 6120001145727 イベント向け人材派遣業等からＩＴ教育訓練事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社三和鈑金製作所 9140001042911 大ロット案件の新分野に参入するためのファイバーレーザー加工機導入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社矢野工作所 9140001114207 高性能ＣＮＣ旋盤で難加工ステンレス製半導体用重要部品への展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 菱美株式会社 7140001051988 超高齢化社会の問題解決型家財整理プラットホームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社東亜ブラシ製作所 9140001009547 工業用ブラシのニッチトップ企業による樹脂リサイクル事業への事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 関西機械株式会社 1140001048206 シリコンゴム製品の需要拡大を見据えた、機械販売業から製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 川西市 カブト工業株式会社 3120901021212 ロボットによる製造自動化とセンシングセンターの市場投入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社Ｋａｙａ　Ｇｒｏｕｐ 7140001042194 陸上養殖魚の加工・販売を通じた食料問題解決プロジェクト 坪田　亮介

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アイエス 3140001073284 健康と癒しのショップによりカフェ気分で気軽に健康増進＆リラックス 白川　淳一

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｂ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 3140001077822 ＩＴ・無煙ロースターでおひとり様から楽しめるコロナ渦対応焼肉店を展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社みなとモータース 5140001030622 中古車販売事業者として、他社が積極的に手掛けない実用的な車種を低価格で販売する。 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社いせや写真館 6140002068735 思い出創りのメーカーが贈る祝福のニューノーマル！ライブウェディング事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社神戸オーディオサービス 5140002024648 介護タクシー事業、障害福祉事業を活かした障がい者の為の就労支援訓練事業所の開設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社フジノリサイクルセンター 5140002006530 企業グループの強みを活かした新たな産業廃棄物処理工場の開設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 有限会社テクニカル・ワーク 4140002049695 リバースエンジニアリング技術による精密樹脂部品製造技術の確立 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社Ｍテック 3140002024939 産業ロボット用アルミ製高精度部品の製造開始による受注拡大事業 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 加西市 朝日商事株式会社 1140001076033 空き倉庫をショールームとして改修・活用し、インテリアパーツの販売強化 加西商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 鳥まる 急速冷凍×職人技術を駆使　訳あり食材を利活用　小売り事業に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 丹波篠山市 長岡技研株式会社 3140001111044 膜構造建築物の建築用金物部品加工への新分野展開 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 播磨屋 コロナ禍による生活スタイルの変化に対応するための新分野展開事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＺＥＴ 8140001064205 建設業から健康寿命の延伸を目指した「ピラティススタジオ経営」への新分野展開 吉田　正人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ヒロ・スキャンテック 2140001107183 船舶の船体防汚システム「ソニハル」を主としたＥＣ販売を行う 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社山椒 5011001110550 地域の名産を活かした消費者直販型小規模食品工場兼直売所計画 斎藤　秀樹

近畿 兵庫県 淡路市 石岡不動産 地域活性に寄与する『素泊まりの宿』 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 千鳥饅頭製菓株式会社 8140001049981 需要が高い気軽に買える生クリームどら焼（冷凍保管・冷蔵販売）を製造する計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 富士基礎機械株式会社 1140001057405 複合加工機導入による地盤改良用特殊部品の生産体制確立と事業展開 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大雅工房 丹波の森での体験型リラクゼーション施設による新規事業展開で新たな工房のファンづくり 山本　顕一

近畿 兵庫県 加古川市 日進会館 全日本チャンピオンが指導する２４時間ジムの開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社おさるの森 8120001189391 発達障害のある子ども向けの運動教室事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ｉｉｎａ 7140001077819 新店舗立ち上げによる動物カフェ事業への業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社後藤一商店 4140002048557 ＳＤＧｓ・環境対応する「包装資材の総合企画商社」への業態転換 松尾　健治

近畿 兵庫県 丹波篠山市 エイチ・アンド一級建築士事務所 ＳＤＧｓ社会を見据えた規格型住宅事業並びに本屋ギャラリーモデルハウスによる地域コミュニティ創生事業 税理士法人スマイル

近畿 兵庫県 伊丹市 芝村工作所 ＣＮＣ旋盤導入により新たに産業用ロボット部品を製造する事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 山市鉄鋼株式会社 5140001057302 少量生産の強みを活かした町工場発の家具生産体制の確立 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社グリーンテクノス 8140001025660 女性専用ＡＩスポーツジム事業への進出による売上増加計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社たかべホームズ 1140001085109 移住体験型モデルシェアハウスおよび移住者向け住宅事業による新分野展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社創喜 9140001025585 降雪地に強いＦＲＰ製ルーフの軽トラック貨物コンテナの製造業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 新栄製工株式会社 6140001036263 精密板金加工の量産体制構築による物流市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 伊丹市 仲貸衣裳店 フォトスタジオ開設による貸衣装業から写真業への業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社山一金属製作所 6140001083116 最先端医療用映像機器に対応した極薄板の高精度加工体制の構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社不二商会 3140001014057 機能性表示バウムクーヘンと無人生産でスイーツ界の収益生産性向上に貢献 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社茶の道 8140001093501 お茶を使ったスイーツ感覚で味わえるカスタマイズ型ドリンク専門店の展開　事業計画書の概要 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市網干区 大和美術印刷株式会社 4140001059885 コロナの影響が少ないＱＲバリアブル圧着ＤＭ分野での課題解決営業の実践 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 大洋紙業株式会社 1140001049749 物流倉庫における「人を支援する自動化システム」の開発・運用・販売を行う事業計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社カノコ 4140001042841 「最新機器による要支援認定者向け健康増進リハビリデイサービス」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 三木市 株式会社三木章刃物本舗 7140001036626 金物の町三木市より“モノ・コト・トキ売り”による事業再構築 細川　祐三

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アメロイドキッチン 6140001106710 タコのテリーヌ（名称：たこリーヌ）の製造・販売 小林　優子

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社三商 3140001059102 外反母趾の女性を救う国産革靴の開発とＥＣ市場参入（新分野展開） 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 わんぱくポケット 保育園へのリフォームと保育園に連動した臨時宿泊保育施設兼長期宿泊型スクール建築と運営 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社日本福祉総合企画 4140001052790 「助け合いの心」と「自尊感情」を育てる屋外アドベンチャー教育事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 インプレス工業株式会社 5140001099807 ステンレス製のタンクローリー操作室（楕円形状）の開発 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 芦屋市 Ｊ－Ｔａｋ株式会社 6140001097487 ウィズコロナに即した本格フレンチ＆ワインバー及びＥＣサイト開設／出張シェフによる自宅高級フレンチ空間の提供 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 釣り堀　海恵 加工販売事業にて新たな販路開拓による事業再構築 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 養父市 株式会社神尾製作所 9140001046499 海外向け大型農機用部品の量産体制構築による成長市場への新規参入 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 朝来市 但馬青果 生鮮職人卸売業者が飲食関係事業者向け一次加工品の製造販売を開始する 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社テンプル 8140002015033 いつでも簡単に美味しいコーヒードリップ製造開始！ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社大野社 8140001012675 半導体関連市場へ参入に向け”高精度なふっ素樹脂”成形事業への展開 中谷　健太

近畿 兵庫県 豊岡市 平野株式会社 9140001056077 鞄専門卸売サービスから革等商品対面販売サービスへの業態転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 平田ベンダーサービス 企業内自販機設置業からコロナ対策エステへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社コムズ・ジャパン 7140001013063 丹波黒豆に続け！丹波篠山産「干し芋」製造とブランド化への挑戦 本多　剛士

近畿 兵庫県 相生市 株式会社やまよ 6140001095648 冷凍牡蠣の新商品開発による日本全国・通年販売という新市場への参入 株式会社ケーズサポート

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社まるひろ青果 7140002070013 野菜等の残渣処理事業への進出による売上増加と地域問題への貢献 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社くつわ 5140001015210 食品製造設備の新設とテイクアウト型飲食店の開店による新分野展開事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社東照 6140001094856 業界初の靴卸業専用「Ｂ　ｔｏ　Ｂプラットフォーム」と「連動デジタル化倉庫」 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社グリーンズ 7140001044991 からあげ専門店のフランチャイズ加盟による事業多角化計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社林田工務店 7140001081911 注文住宅建築の木工技術を活かした、こだわりの天然木家具の製造・販売への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 谷井運輸株式会社 1140001060004 最新型重量物用クレーン付倉庫による地域輸送業変革への挑戦！ 笠原　純一

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社吉達 3140001054846 セントラルキッチンを活用し、強みを活かした新規ＦＣ開業支援を行う新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社アロンエンジニアリング 3140002035184 高性能ＣＮＣ旋盤等による機能性食品設備用重要部品でメンテナンス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川西市 有限会社ジョイライド 8140002066340 中古車販売業者のキャンピングカーレンタル事業による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 サウザンド 血液撮影システム部品の製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＳＨＩＮＫＡホテルズ 2140001019577 ワインバル・洋菓子販売へ新規事業展開し、業績のＶ字回復を図る 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 光海株式会社 7140001039298 既存事業の海苔を活かしたパン製造販売事業への進出計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 アークハリマ株式会社 1140001057446 次世代半導体製造装置向け部品の製造ライン構築による新分野展開 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ジェイカス株式会社 7140001071854 Ｂ２Ｃ物流に対するスマートロジスティクスコンサル事業への進出 株式会社ゼロプラス
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近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社武庫川ベニヤ 1140001082072 ファブレス企業から製造業として再構築し、新たな分野に挑戦！！ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 明和タクシー株式会社 9140001014373 ジャンボタクシーでオンデマンド交通を切り開く「ＭａａＳ市場」への参入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社上野工作所 5140001047781 テーブル形横中ぐりフライス盤等で大型真空チャンバー等への展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社藤川組 2140002036514 先進的なＩＴシステムによる不動産売買仲介業へ参入し、地域を活性化する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 キクヤ株式会社 5140001041693 葬儀屋が始める地域名産「丹波の黒豆」の卸売業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社スタンレーインターナショナル 6140001023253 アパレル卸事業領域からサステナブルライフスタイル製品の開発ＢｔｏＣ販売領域へ みらいコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 有限会社鈴木商店 5140002037716 再生プラスチック及び金属など高付加価値再生品の生産体制構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 三木ポリマー株式会社 9140001023309 ブロー成形とインジェクション成形のハイブリッド及び融合製品自動生産工場への本格的進出 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 三和テクノ株式会社 3140001013166 ＥＶの静音性・制振性向上シール材等の開発に取り組む 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 加古川市 イケダ工業株式会社 3140001042470 架装メーカーがデジタルデータベース化により実現する新分野への参入 松下　隆信

近畿 兵庫県 西脇市 ヴァンフック株式会社 2140001075331 金属材料の加工技術を活用し、ルアー市場へ新規進出する事業再構築計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ベアズガーデンインターナショナルスクール 学童預かりサービスを付加した英会話アフタースクールの運営 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社パソコン森田 4140001085452 宿泊事業への新分野展開計画 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 葵鋼業株式会社 4140001057427 脱炭素に資する小中力の水力発電市場参入による量産品製造体制の構築 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社稲葉マシナリー 7140001065261 脱炭素社会実現に資する次世代燃料火力発電部品加工への新規参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社ワイズエンタープライズ 6140002046567 ＲＥ　ＤＥＰＴ．　（リ　デプト．） 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プロネット 4140001010708 ＡＩ・機械学習を活用した道路標示保守システムの提供 青石　吉司

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ショーワパッケージ 1140001059442 間伐材を用いた自社ブランドとパッケージプロデュース業への挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社田中工作所 9140002029189 脱化石燃料に貢献する金属部品製造への取組 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ユニバル 5140001043756 健康増進に役立つ高品質・高付加価値靴下の専門小売店舗の展開 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社藤澤石油店 8140001085333 塩害で洗濯物を乾かせない住民のニーズに応える、コインランドリー事業への進出 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社灘勝 9140001027136 （仮）菊水　プライベートドッグラン付き　グランピング 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社ＴＡＫＵＫＥＮ 1140001101195 既存建築リフォーム工事に加えて新分野展開を目指すビジネス構築 田中　洋介

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ワッション 1140001097293 サブスクリプション形式によるコーヒーカプセルの提供サービス ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社スリジエ 8140001106122 ＡＩ管理システムの導入によりフードロスを削減するケータリングサービス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ワイイーエス 4140001071923 不登校児童を社会で活躍する人材に育成するワンストップサービス事業 土橋　一拓

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｉ．Ｂ．Ｆａｃｔｒｙ 石田式ボクシング指導法によるボクシングジムへの挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ブレックス 8140001017897 引越し後の新生活全般をサポートする会員制サービス業の展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ファインラボ株式会社 3140001057312 「入浴サービスを主とした混合介護事業」に挑戦！！！ 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社東田商店 1140001075753 米穀類販売業からプロ焙煎士の技が光るコーヒー豆販売業への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 和田金型工業株式会社 5140001017082 産業ガスタービン試作・量産部品の生産体制の確立と事業化 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クオリア 6140001024037 看護サービス・介護サービスを施設難民に提供するナーシングホームへの参入計画 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社フットスタイル 1140001086651 ブランドライセンスを取得し、新たにブランドシューズの製造販売を展開する事業計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 グラデーション 美容室から髪と身体の健康を考えるプライベートサロンへの転換 税理士法人エール会計

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ピーエムシーインターナショナル 1140001085158 「より早く、より正確に」ＢｔｏＣビジネス対応の自社独自のワンストップ物流サービスを構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 エデュテ株式会社 8140001022815 メイドインジャパンの知育玩具「チューブロック」のグローバル展開事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ボルテック株式会社 5140001065098 業務用自動消火設備向け強化液、ガス充填サービスの新規事業化 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社赤とんぼ観光 6140001100077 貸切バス事業者が取り組む、播磨灘における屋形船運航事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社増田屋 2140002006624 創業７０年の老舗寿司屋が宴会事業を撤退して冷凍鮨の開発と販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社オカベマシーナリー 2140001058162 ＥＶ向け高性能電磁鋼板の製造設備部品加工への新規参入 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社中の坊 3140001015261 ミレニアル世代をターゲットとした金泉露天風呂付き客室新設事業 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社森水産 9140001086727 海釣りアイランド淡路島での釣具店とコミュニティサイトの運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社石津建設 8140002058560 業務用生ごみ処理機ＰＯＩＴＯ（ポイト）の販売代理店事業による新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社アークアソシエイツ 6140002053919 県産木材加工・販売事業進出による地域資源循環型林業活性化への取り組み 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社エイムランド 5140002044811 スカッシュファンと地域を活性化するスカッシュコート建設 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 東亜機械工業株式会社 9140001003707 塗装工事部門新設による製造業から建設業への新分野展開 松田　千尋

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ディーシーエス 9140001072314 珈琲業界で培った営業力を活用したクラフトビール製造への取組みによる事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 星輝株式会社 5140001094460 リゾート地を有効活用するワーケーション宿泊施設を運営事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社皐工務店 3140001113718 小さな工務店が行うショールーム兼用型グランピング事業参入計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社エンデバー 9140001066290 兵庫県初のシティーホテルを活かした個室サウナ事業 株式会社愛知銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＭＳＤコーポレーション 4140001088744 造船加工事業から兵庫県最大級「ベースボールアカデミー施設」の運営事業へ転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社万翔 8140001102757 河内鴨の京都進出・通販事業による成長戦略の実現〜セントラルキッチン化・ＷＥＢ事業化推進による業態転換〜 中嶋　崇

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社アパマン住宅 2140002012787 精神疾患の方に特化した就労継続支援Ｂ型事業所の立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社重伸 7120001141956 「ユニバーサル民泊」立ち上げによる石川県羽咋市の地域活性化事業 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社学びと成長しくみデザイン研究所 6140001105472 大学ＤＸ汎用連絡プラットフォームの構築とサービス化 税理士法人サポートリンク

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 株式会社神崎フード 4140001063400 神河町特産ゆず加工事業の付加価値向上事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社日伸 4140001084371 コロナ禍における布団丸洗い・除菌ニーズに対応した有人店舗型の複合コインランドリーサービス事業 荒井　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ゆめや 9140001002733 地域若手デザイナーが参画した新しい生活様式に即した木製家具の開発、設計、製造、販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社全力フーズ 9120901030637 コロナ禍でも淡路島の豊かな食材を楽しめる海鮮居酒屋の構築事業 上田　行洋

近畿 兵庫県 神戸市中央区 オルト産業株式会社 5140001006770 オーダーメードサポーター請負事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 オオヤマ工務店 建築技術を活かしたトラック用コンテナの加工による個室空間の製造販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アンティバックマーケティング 4010001126087 空気の安心・安全と見える化・見せる化の新時代製品開発を通した新事業展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 情熱ダイニング株式会社 3140001026639 Ｗｉｔｈコロナでのセントラルキッチン導入による、飲食業のオムニチャネル化 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社稲田屋 3140001101706 コロナ禍でも安心して楽しめる完全個室カフェルームの開業。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ノングループ 3140002037263 美容院向け商品販売に特化した電子カルテの開発、提供 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡市 株式会社サン精工 7140001063447 チャンスにかける！給湯器部品製造業から自動車部品製造業への大転換 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社モクハウス 9140001062728 空き家対策に活路となる『古民家再生×体験型宿泊』事業に挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 良品住宅株式会社 8140001030272 特殊な特許製法で電気分解された高機能還元水である、身体にやさしいＳ１００を配合した噴霧型商品の開発・製造と販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社リプロス 2140001036060 きなこ商品を中心としたカフェの運営及びＥＣ販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社西山酒造場 4140001041232 旧酒蔵を再生し、受け継がれてきた歴史と技術で挑む宿泊・飲食事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ハリマ工具製作所 5140001036487 精密冷間鍛造プレス機の導入による製品の高付加価値化の取り組み 大串　智之
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近畿 兵庫県 三田市 株式会社レック 4140001067178 グランピング施設「グランアップル神戸三田」の運営 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社イトデンエンジニアリング 8140001057786 麺類飲食店向けの自動調理装置の開発製造販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社芝本商店 9140001103382 感染を最小限にする空間除菌・除ウイルス用エアクリーナー事業 株式会社クリエイション

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社ＢＡＧＵＳ 1140002045177 高齢社会を見据えた介護脱毛サービス及びトータルケアサロンの展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 株式会社えん 6140001119506 自宅で過ごしたい人を、最期までトータルでサポート 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社協和製作所 5140001076186 双方向デジタル通信対応モーターローラの製造方法の転換 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 名月住建株式会社 5140001101836 ＺＥＨで環境負荷を低減する住宅事業の展開〜最先端ＩＴ技術搭載〜 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社すまいる 1140001037670 神戸ホルモン焼肉店が取り組む冷凍餃子の製造と無人販売所での販売 長尾　辰彦

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社みらい 3140001036753 空店舗有効活用！地域に根差したユニバーサル社会の実現を目指し心と体を鍛えるプラットフォームとなるフィットネスジム運営事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社マルモコーポレーション 6120001180121 大学キャンパスから先駆的な地域包括ケア及び地域共生社会の実現の為のデイサービス 寺田　慎也

近畿 兵庫県 丹波市 大地造園緑化 造園業からガーデニングショップおよびガーデンカフェオープンによる新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社御幸荘 4140001015483 有馬温泉の新名物開発による既存事業の持続的発展および地域活性化事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社豊岡パーツ 9140002046036 最新の販売管理システムを導入した、輸入スポーツカーの展示販売事業による地域経済活性化 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ティーエッチエス 5140001064554 ＥＣサイトを活用した医療消耗品販売サービスの開始 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 株式会社クシロ 6140001079329 錠剤手動（中量）ハーフカッターの開発と全国販売サービス網の構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社神戸井相田牧場 6140001046337 牧場から最高の神戸牛播州牛を食卓へ！畜産業から小売業への展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 兵田印刷工芸株式会社 6140001070106 紙の教材印刷からアクリル印刷のアニメグッズ製造販売への新事業展開 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＤＹＮ 9140001120155 非接触決済を可能にしたコインランドリーにカフェバーを併設するサービス 飯谷　慎平

近畿 兵庫県 加西市 株式会社ＨＥＲ 7140001076416 国内で２社目となる製法による水素燃料製造計画 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エムアールエスブレイン 3140001019246 国産材を使った地球にやさしいスマート木造住宅の提供 ペンデル税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＰＥＰＥＬＡＢＯ合同会社 8140003013135 回数券アプリで非接触に来店回数をアップアップ！回数券管理アプリ　ＭＡＴＡＫＵＬ　マタクル 日新信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社観光ホテル淡州 6140001085013 リゾートワーケーションホテルへの再構築事業 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 兵庫県 加古川市 ＤＨＩ株式会社 9140001045303 鉄から土へ。Ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　に向けた土木工事用非破壊検査への再構築 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 株式会社ＤＨＭ 1140001037803 手芸でつながるネットワークネットが障害者の自立を支援する　新分野展開による住まいの提供 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社北神社 6140001021595 ウイズコロナ時代に向けた、遺族の心に寄添う『ハイブリッドお葬式』事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 ＴＫＢ株式会社 8140001067380 ウィズコロナ・アフターコロナ時代に対応した新事業展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アンカーラボ． 6140001093783 革新的オーダーメイドインソール採寸販売・ライブイベント配信店舗の開業 吉川　祐介

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 ｓｐａｉｍ 福崎町唯一の脱毛サロンの開業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 ピーアールジャパン 過疎地域の空き家リノベーション＆休耕地の活用（簡易宿泊施設・カフェ・ドッグランの設置） 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社中橋製作所 6140001036486 海外市場向け製材用平刃生産工場立ち上げプロジェクト 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社ごとう製革所 1140001103704 なめし革セッター加工請負プラットフォーム構築事業による新分野展開 河野　剛寛

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ホロニック 3140001019873 地元生産者と著名パティシエによる焼菓子を販売し、地域にも貢献！ 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 コトバ・コミュニケーションズ株式会社 7140001115396 平等性・透明性のある飲食店ポータルサイト型ＳＮＳ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社スリークラフト 9140002068897 淡路島で新しい飲食店の形！初期投資不要で夢を叶えるクラウドキッチン 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 6140001102809 店・個人・企業の情報流通を促進するデジタルサイネージ広告事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 高砂市 Ｔ’ｓスポーツメディカル株式会社 7140001045370 医療機関との連携による地域リハビリセンター事業の創設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＢＥ 2140001029626 郊外滞在型リゾート施設　淡路島で豪華ヴィラとコンテナハウス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 ＡＷＡＪＩ藍ＬＡＮＤｐｒｏｊｅｃｔ 藍染め製品の販売から藍のプロセスに触れる体験事業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社松伸 8140002050922 オープン型コロナ対応地域交流拠点創設による小売依存からの脱却 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 有限会社峰精密金型製作所 1140002062569 コロナ渦で高騰する建築部材のコストダウンに貢献するスーパーエンプラ採用の金型・新商品開発 加西商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クラッチ 6140001111339 リラクサロンの運営を基にしたリラクゼーションネットワーク構築事業 中川諭

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社アイエヌインターナショナル 2140002012597 観光地にある地ビール屋から地域発全国区のクラフトビールメーカーへ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 加西市 株式会社加西自動車学院 9140001076100 就労支援のための「商用車」×「合宿」による短期合宿免許コースへの再構築 株式会社中国銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社大和屋クリーニング 3150002003248 きれいにするだけではない　高付加価値クリーニングとユニフォームリースの提供 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ロワゾブリュ 9150001021690 経済資源を活用したベトナム料理、スイーツのキッチンカー 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 奈良市 ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ　ｃｏｔｏｃｏｔｏ 農と食をつなぐ三方良し！唯一無二のオリジナル加工食品の展開 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社ナコー 7150001013203 靴下編立で培った技術で犬向け洋服の製造販売へ進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 灘商事株式会社 4150001016126 吉野葛を活かした高付加価値健康食品の製造及び販売による新分野展開 金田　紘典

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ピー．グループ 3150001017174 地域企業の情報発信を支援するスタジオ運営とコンテンツ作成事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 有限会社原田刺繍 1150002008629 オーダーメイド刺繍の新規製造・販売による初のＢ２Ｃ市場への参入 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 株式会社リンコントロ 5150001022429 生産者とお客様を繋ぐファミリーレストラン事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 香芝市 株式会社ｔｈａｎｋ 3150001020938 業態転換によるコロナ対応型店舗の開発で事業再構築を実現 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 有限会社デザイン工房 7150002008243 既存事業のノウハウ・販路を生かした中古設備販売と教育事業への進出 北摂マーケティング合同会社

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社エコノレッグ 4150001015268 各種スポーツの団体と共同開発で競技別靴下を製造、新市場を創造する 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 八百勝 食料品の卸売から小売への新分野展開 鈴木　康一郎

近畿 奈良県 奈良市 有限会社円 3120002007755 総合美容サービスへの新規参入によるコロナ禍の克服と事業の発展 北摂マーケティング合同会社

近畿 奈良県 葛城市 足高メリヤス株式会社 8150001012294 健康に対する医療効果が保障された５本指弾性ストッキング市場展開によるＶ字回復 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ＳＹＮＴＨＥＳＥ 4150001016976 老舗居酒屋がランチタイムメインの洋食専門店を新設 奥田　謙一

近畿 奈良県 生駒郡安堵町 有限会社笹田綿工所 6150002006272 高級羽毛布団の製造・販売による１社依存からの脱却 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 エフ．エフ．エス株式会社 3150001005600 ウィズコロナおよびアフターコロナに対応するＢｔｏＢ事業への進出 清水　和也

近畿 奈良県 大和郡山市 ＭＡＮＡＢＩ 厨房設備の外部独立化による中食市場への新分野展開及びオリジナル商品の製造販売 安村　摩耶

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＣＲＡＤＬＥ 2140001104081 農家と消費者をつなぐ、有機野菜直送プラットフォームの開発・運営 折原　麻衣子

近畿 奈良県 奈良市 植原美術印刷株式会社 3150001000279 紙以外の印刷に転換し販促価値を付加した商品開発・製造事業への挑戦 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 喜多酒造株式会社 4150001010450 飲食店併設のコンセプトショップ新規出店で売上増と雇用拡大の実現 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 雑貨アンドボーロトリトテ 奈良名物菓子を目指し、一人仕事から皆でやる菓子製造業に転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 天理市 稲田酒造合名会社 2150003000369 甘酒を基軸に五感で感じる新しい観光蔵の創造 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 志賀造園 造園技術を駆使した低コストのドッグラン施設＆貸切キャンプ場の開設 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 有限会社表 4150002010425 ローズの力で美へと導くプライベート美容サロン事業 坪田　亮介

近畿 奈良県 葛城市 ＫＯＨＹＡＭＡ レストラン事業からソムリエ夫婦の自然派ワインショップへの開拓 角井　崇文

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 初期費用０円から始められる顧客ＥＣサイト制作事業に新規参入 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 ザ・カルチャー 里山に囲まれた築１００年の古民家を使った音楽スタジオのレンタルスペース事業 小川　栄一
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近畿 奈良県 桜井市 株式会社ボディーショップミキ 5150001010103 中古車の店頭販売事業への中核事業シフト 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社創造工舎 6150001010622 建築・リフォーム業の生産性向上アプリの開発と販売 橿原商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 美吉野醸造株式会社 3150001016374 紀伊半島の農業６次産業化に貢献する新ジャンルの梅酒の生産 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＡＤＵＫＯ 2150001017407 中高齢者女性向け尿漏れ予防個別運動指導事業による新分野展開 トーマス株式会社

近畿 奈良県 奈良市 株式会社イング 3150001008999 ラップの芯とジョイントで避難所の生活環境を改善！ 島田　知典

近畿 奈良県 橿原市 ＭＳＩＮ株式会社 6150001021883 ＳＤＧｓ＆地域貢献でコロナ禍を乗切る！奈良県産イチゴ加工品専門店への挑戦 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社山崎屋 6150001002487 奈良漬屋の老舗が挑む！高級芋菓子スイーツ店で目指す商店街の活性化 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 天の川青少年旅行村 ペットも楽しい！ドッグラン付きバーベキュー場の開設（新分野展開） 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 有限会社ＫＵＮ 2150002006053 ならまち古民家長屋へクレープ屋出店で事業再構築 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社砂糖傳増尾商店 6150001000929 古都奈良のおいしい和菓子ブランドを、世界に向けて発信します。 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 高市 尾上農園 体験型ー摘み立てイチゴの加工カフェ 森村　文則

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ヤマヤ株式会社 9150001013622 最新の着圧靴下の開発による新分野展開、ウィズコロナ時代への適応 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 有限会社万葉美装 5150002008476 地域初のフリーランス向けレンタルオフィス運営に挑戦 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 青空リサイクルシステムズ株式会社 6150001019424 回収した不用品を原材料に、職人が手掛ける高付加価値のリメイク家具製造を開始する 奈良信用金庫

近畿 奈良県 大和高田市 ナカニット 高級婦人服用ニット生地製造における業態転換による事業再構築 大和信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 山岡自動車株式会社 6150001010028 新分野展開で次世代の自動車整備業として事業再構築を実現 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社駒井製作所 9150001012723 板金加工の自動化により、テレワーク用デスク、ステンレス製架台等への進出計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 株式会社本村工業 9150001011015 下地処理のための専用設備導入による成長分野への進出 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 青山青果株式会社 7150001006347 野菜のプロがお届けする映える冷凍スムージーキットの製造・販売 森　昭彦

近畿 奈良県 橿原市 株式会社花恋人 2150001010849 新開発ソフトドライフラワー事業でコロナ禍の生花廃棄増の解決に挑む計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 山辺郡山添村 やまと産業株式会社 8150001006783 クリーン化設備導入による手術用マットレスの量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 西峠歯科 先端機器導入によるデジタル矯正治療への新たな参入 澤井　美香

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＬＯＶＥＬＯ 7150001018251 居酒屋による新たな料理の提供方法を用いた事業再構築の実現 中尾　隆彦

近畿 奈良県 香芝市 安川製作所 自然エネルギー産業・電気自動車産業を支える高精度金型の製作 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 奈良県 大和高田市 三和サービス 終活トータルサービスの実現を目指したシニア向け「遺影写真撮影サービス」付きフォトスタジオの展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社クリスタル 5150001016934 本格イタリアンのデジタル技術を活用した非接触、非対面店舗への業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 高市 株式会社下谷化工 9150001010586 地域企業連携による木粉を用いたバイオマスプラスチック事業への新分野展開と独自性の創出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 御所市 株式会社山下鉄工所 6150001014004 インテリジェント複合加工機を活用した衛生用品加工装置部品への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 奈良県 天理市 芽愛助産院 助産院が手掛ける　安心　・　安全　「赤ちゃん一時預かり保育施設」事業 桜内　文城

近畿 奈良県 生駒市 株式会社癒しの手 8150001017970 小規模整体院のＤＸ化を支援！デジタルサイネージ＋ネット予約システム開発・販売事業 永和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 おうちパン教室　Ｂａｂｙ　Ｌｅａｆ 「居ぬき物件を活用した麹カフェのリアル店舗＆ＥＣサイト」事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡川西町 デザインオフィス　リバティ　 デザイン思考で創る、「古墳の街」天理の新しいアンテナショップ 白川　淳一

近畿 奈良県 天理市 ソマティック・ユー 高齢者及び障がい者のための健康体操教室を活用した健康増進事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市 Ｎｃｏｌｏｒ　ねいろ オンラインを利用したゴルフアパレル用品のレンタル事業 坪田　亮介

近畿 奈良県 葛城市 株式会社宝屋本店 7120101035001 洋菓子工場が製造するペットの健康を考えたスイーツの製造・販売 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 天理市 株式会社東野製作所 9150001024925 マシニングセンタの新規導入による新たな大型部品製造業に業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社マーブル 3140001108107 朝・昼・夜ごとにサービス（雰囲気・商品）を変える地域初の喫茶店を開業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 長尾研削株式会社 3150001005055 高精度加工体制の構築によりロボット分野へ参入し事業再構築を実現 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 技研パーツ株式会社 4150001006457 焼結フィルターの高品質化による医療分野展開計画 大和信用金庫

近畿 奈良県 天理市 広田プラスチック 広大な土地を活用したドッグラン・バーベキュー等を併設するカフェ事業への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 ＨＡＵＺＥＸ株式会社 4150001015870 ウイズコロナ　業界初のデジタル技術を活用した生産工程省人化計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 株式会社宮本金型製作所 8150001007328 成長市場である電気自動車部品用順送式金型の試作開発 兵庫太和税理士法人

近畿 奈良県 御所市 株式会社一歩 2150001014197 世界初！『押し出し３Ｄ成型』技術による革新的衝撃防止商品による新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市 株式会社島田工務店 2150001011649 木質廃材を利活用する地域再生エネルギー創出事業の新展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社ＣＵＥ 5150001020481 効率化されたゲーム機器レンタル事業の開始により収益力を大幅に向上 税理士法人日根野会計事務所

近畿 奈良県 奈良市 ブランカ歯科医院 デジタル技術活用により即日補綴治療を実現する革新的業態転換 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ヤマサン 9150002004620 コロナ禍を見据え成長が見込めるトラックペイント及び二次架装事業を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 葛城市 株式会社サンエーテクノ 6150001012800 難削材の加工技術を活用した新市場開拓計画 島本　昌一

近畿 奈良県 橿原市 株式会社アイプリコム 6150001010291 封筒ワンストップ（印刷→製袋→封入封緘）計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 有限会社亀井集成材 4150002011191 革新的高付加価値羽柄材の生産によるウッドショックの克服計画 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 奈良市 アノヌードルワークス株式会社 4150001023064 ラーメン食材を製造販売するセントラルキッチン「アノヌードル最強工場」運営 岡田　嘉広

近畿 奈良県 桜井市 株式会社山口裕康商店 5150001009599 新分野展開：木材のプロ集団によるファミリーキャンプ場開発 大和信用金庫

近畿 奈良県 宇陀市 有限会社スギヤ 2150002007200 自社リソースを活用したＰＥＴフィルム「抜き加工」への参入 大和信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 株式会社ヨネセン 9150001013671 植物由来の素材を利用した人工芝用糸の製造加工 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社志津香 2150002000865 専門店の直火炊き釜めしを再現した「冷凍釜めし」の販売事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社オーブ 7150001016362 社会進出進む女性達に、一人でも安心できる寛ぎ空間を提供するカフェ事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 奈良市 シフクノカミ 子育て世代と高齢者が支えあうコミュニティ運営への業種転換 奈良信用金庫

近畿 奈良県 天理市 株式会社丸辰製茶 2150001006748 大和茶を世界に届けるＥＣ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ＷｉＬＬ 4150001008354 奈良県初！自発性を養うための自主学習専用教室の開校事業 グラビス税理士法人

近畿 奈良県 奈良市 株式会社祥碩堂 7150001001042 建築工事用「マーキングチョーク」製造企業が世界初の文具を開発し、文具市場へ参入する事業 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 天理市 バーテモト 安くて美味い！焼肉を日常に！安心な環境を提供する原価焼肉店 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 シマダ自動車整備株式会社 4150001000963 顧客基盤を活かした著名なワイン醸造家が携わるワインのＥＣ販売事業による事業再構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 うどん職人和製麺所 令和の新ＦＣ業態。スモール店舗＋宅配で１店舗の利益を最大化 奈良商工会議所

近畿 奈良県 橿原市 株式会社岡田工務店 4150001012133 余剰在庫を使った空き家リフォームと空き家流通促進事業 橿原商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社エフプロセス 5150001023666 ＩｏＴ活用とＤＸを推進した新工場設立による化成品事業への新分野展開を通じたビジネスモデル構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 山岡重機 三郷脱炭素化推進事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 上久保茶園 茶園の景色の中でお茶を体験し夢と希望とくつろぎを与える事業！ 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 山辺郡山添村 有限会社サカタ 3150002005723 自動化機械のオーダーメイド製造技術を半導体関連分野の量産に生かす 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ピュア 1150001011435 エステサロンに多言語予約機能付デジタルサイネージ機器を設置し、外国人向けのサービス提供体制を拡充しつつ広告事業に進出する 中村　健一郎

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社啓林堂書店 1150001005750 啓林堂ゼミ【書店併設型オンライン・オフライン統合型カルチャースクール】構築計画 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 奈良豊澤酒造株式会社 9150001001742 液体式急速冷凍機を用いた冷凍生酒の開発とＥＣサイトによる直販 一般財団法人　南都経済研究所
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近畿 奈良県 香芝市 株式会社ヒロホールディングス 2150001013323 奈良県全域のデジタル化に貢献！次世代型テレワーク環境の提供 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 株式会社帝和 4150001005013 ワンちゃんとグランピング・田舎暮らしで笑顔を育む地域活性化事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 貞光歯科医院 〜「歯の治療」から「口腔周囲のケア」へ〜デンタルエステサロンによる事業再構築 日本経営ウィル税理士法人

近畿 奈良県 香芝市 三岡繊維株式会社 6150001013484 奈良の老舗靴下工場から届ける「よりそう靴下」で足から健康に！ 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 桜井市 株式会社菅生 9150001009364 老舗木材商のＤＸ商談プラットホーム構築による事業再構築計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 大和精機株式会社 6150001010705 ３次元座標測定器と恒温恒湿の測定室の導入による新製品の量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社梅守本店 8150001002972 チーズケーキを障がい者を雇用して製造し、店舗とオンラインで販売 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社北条工務店 9150001002187 アートや文化で賑わう場を創出する、地方老舗工務店の新たな挑戦 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社三公社 4150001005822 奈良県の葬儀ＤＸに貢献！全会館のリノベーションによる業態転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 香芝市 合同会社トゥルースハート 4150003001150 「地域の社会福祉サービス拠点（縁えん）の新設」高齢者支援アプローチの、地域創生モデル事業を目指して 奈良中央信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 シティコンピュータ株式会社 6170001001487 ＩＴ導入による中小企業特化型外国人人材紹介及び就労定着支援事業 株式会社東日本銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 あんのん 飲食事業で高い評価を得ている商品を用いた中食事業への新分野展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 株式会社長岡塗装店 2170001010310 和歌山の老舗塗装店が、塗装を身近に感じていただくＤＩＹカフェをＯＰＥＮ。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 和歌山市 なかやまグリーンファーム 令和に活きる６次産業スタイル！！ 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 Ｓｔａｒ代行 無店舗での自家製本格無添加キムチ製造販売業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社あわじトータルライフケア 4170001014581 シニア・ジュニアの運動能力向上を目指す速筋・体幹トレーニング事業 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 喫茶ビーンズ夜のビール部 和歌山初クラフトビール専門ビヤホール計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 有限会社タケダ 7170002011014 ウィッグ販売で、女性をトータルで美しくプロデュースする事業への転換 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 和高冷熱 地域密着型の設備工事業者が、南紀白浜で一棟貸し切り型の宿泊施設 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社酒のかまくら 8170001008670 高級芋菓子店の新規出店と既存事業とのコラボによる新分野挑戦と観光・地域活性化 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海南市 株式会社ワム２１ 6170001005851 訪問介護事業に対応できる当社初のクラウド型介護ソフトの開発・販売　、及び新規顧客の開拓 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 一般社団法人コーチング・ラボ 4170005006600 日本の古き良き食文化「発酵調味料」で、心と身体に健やかさを提供する店づくり 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 株式会社アレック 4170001006604 脳科学を応用したＶＲ等を活用し、子どもの人間力を高めるジムの開設 岡　京子

近畿 和歌山県 和歌山市 大彦株式会社 8170001001989 伝統的木造建築技術を活かした古民家リノベーション事業 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 和歌山市 ＲＯＢＡＴＡえべっさん 居酒屋料理人が本気で作るラーメン専門店事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社岡田工業 9170001013736 新工場設立に伴い、排水処理施設の製作及びフロアデッキ製作への新たな領域への新分野展開 税理士法人川邑・中合同会計事務所

近畿 和歌山県 田辺市 ＶＣＯＦＦＥＥ 飲食店主による飲食店のための繁盛サポートビジネス 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社カイラス 9170001014924 老舗蔵のこだわり日本酒を国内外富裕層にＥＣ販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 田辺市 てんつくゲストハウス 自家用飛行機免許取得をサポートする旅行サービスの提供 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社メガチューブ 4170001013550 ＩＣＴを活用し、光触媒をもちいた室内空間の抗菌・防臭工事 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ピーシーハウス 3170001002752 和歌山初、ＩＴ知識を活用した高付加価値ドローン点検への挑戦 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 カルマーティ 本格派チーズケーキ製造による強みを活かしたＥＣ販売への業態転換 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 マウントウエスト株式会社 9170001006459 ２４ｈ非接触入館システムの無人型フィットネス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡広川町 株式会社温愛 4170001014755 和歌山初！人生１００年時代、健康と癒し、美の総合サロンビル誕生 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 新宮市 丹福株式会社 5140001030317 緊急事態宣言の影響をうけない地方都市での都会風カフェ経営への転換 株式会社マネジメントオフィスいまむら

近畿 和歌山県 和歌山市 ヘアサロンアンドスパエヴィ ＥＺＤＯＭＥ　ＨＯＵＳＥ（イージードームハウス）を活用した日本初のプライベート美容サロンの事業化 税理士法人永川会計事務所

近畿 和歌山県 和歌山市 上田建具店 「取得済み特許の実用化による“発酵調味料”の製造販売への事業転換」 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 山本化学工業株式会社 6170001003426 マイクロリアクター導入．による新規医薬品原料の製造販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ミートアップ １．５Ｋｍ圏内で行けるホットドッグで世界一周 西岡　義高

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 ダイブクーザ 本州最南端の地、串本を更に南下できて楽しめるサービス拠点事業 株式会社くろしお保育園

近畿 和歌山県 海南市 株式会社９６ＢＯＸ 2130001053932 動画イメージとお取り寄せを合わせた新しい飲食提供システム 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社共和 9170001007655 鋼構造物の製品受注を可能にする作業場と機械装置の確保 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 串カツ　のっかん 串カツ職人が作る、衣とソースに拘ったチキンカツサンド専門店 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 海南市 農事組合法人シトラスファーム俊菓 2170005006536 今までにない『高糖度＆高熟度１００％ストレートみかんジュース』の製造販売 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 紀の川市 小崎商店 和歌山の名産品を活かしたラーメン店への新たな挑戦 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＳＨＯＴＯＲＡ 4170001013914 全国へ和歌山ラーメンを新たに発信！お店でもご家庭でも楽しめる新商品販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 草田化粧品店 「健康寿命１００歳を目指す！！」体操指導教室の事業化 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社寿し定 6170002002063 フルーツサンド、チーズケーキのテイクアウトを伴うカフェ事業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社大城商店 3170001006282 多様で柔軟な働き方を可能にする軽貨物配送事業の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 有限会社熊野タイムス印刷 6170002011634 障がい者グループホームの開設による障がい福祉サービス事業への進出 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 海南市 リロード 美容の知見を活かした美と喜びをビジュアル化ができる『美容スタジオ事業』 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 ＣＵＰＳ 新たな販売チャネルの創出とＹｏｕｔｕｂｅ配信による販路拡大 水城　実

近畿 和歌山県 橋本市 ＤＲ．ＡＱＵＡ　ＢＯＤＹ 美と健康をテーマにした太極拳オンラインセッションの普及 浅井　暢之

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 白安 和歌山を味わい尽くす県内唯一の体験型おみやげショップを作る！ 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社カラフル 9170001011319 ネットショップ分野における運営管理技術を活用したサポートの事業化 足立　修士

近畿 和歌山県 海南市 株式会社小嵐 2170001005707 和歌山産フルーツを使ったクラフトソーダ製造販売 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 三宝自動車株式会社 3170001001416 軽自動車キャンピングカー等の製作販売による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 スターフードジャパン株式会社 8170001007029 世界遺産「熊野本宮」ブランドのラーメン販売を通じた地域興し 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社西川製作所 1170002002869 板金・製缶部品の製造業者の食品加工機械の生産・販売による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海南市 有限会社廣野商店 5170002006577 ＳＯＨＯ・テレワーク向け木製コンパクト家具の生産と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社上西石油店 8170002000494 環境負荷の少ないクリーン燃料【ＧＴＬ】の新規取り扱いによる新規顧客開拓事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社スミエイ 1170001001723 第２の主力事業としてカーボンニュートラル事業への新たな挑戦 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 上田建築株式会社 2170001016877 自社の安定経営と、地域コミュニケーションの向上を目指したペットと人のための総合施設 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ナルト 3170001007388 三方よし！ラーメン自動販売機設置での新ビジネスモデル展開計画 髙瀬和弘

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 株式会社マエシバ 4170001012503 ウィズコロナに対応した非接触のコテージによる非日常のリゾート体験 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 9170001008752 高齢者の暮らしと共働き世帯を支える生活支援サービスの展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社北原繊維工業所 3170001000839 工場跡地を活用した物流事業者向け倉庫業進出による生き残り戦略 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 有限会社カネイチ魚類 2170002011448 まぐろの卸専門業者から、ＩＴ技術を導入し付加価値の高い商品を手がける会社へ。 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社田村ジャパン 5170001013640 地域経済の活性化に貢献できる３Ｄデジタル広告事業への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社井戸畳店 8170002009726 地域資源を活用した「デトックス・ワーケーション」貸切温泉施設事業の展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社紀南架設 7170001009802 ＥＣ構築による足場資材レンタル事業と、施工管理、労務管理アプリ開発でのサブスクリクションの事業展開 株式会社紀陽銀行
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近畿 和歌山県 和歌山市 まつや質店 非日常を体験できるカフェとシェアオフィスの新規開業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社Ｇｅｔｗｅｌｌ 7170002005684 オンライン・リアルで既存事業の訪問看護に加えて、予防・健康づくり事業を促進し、高齢化社会の介護費用増加問題の解決に取り組 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社田中鉄工建設 9170001013876 建築用鉄骨加工会社が新工場建設を機に挑む製缶事業の展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社明成 5170001005407 要介護者とその家族が安心して健康的な食事を手軽に味わえる弁当事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 アンドリゾート株式会社 1170001011623 旅館の客室と宴会場の改修における伊勢市のワーケーション促進事業 浮島　達雄

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社Ｋ－ＴＥＣ 7170001015668 強みを活かした、ＳＤＧｓに資する量産型木材粉砕機開発での新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 周藤二級建築設計事務所 建築士が快適な住宅を提供する「すとう建築工房」の開業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ＡＳＭＩＬＥ株式会社 6170001003780 「笑顔がいっぱいのオフィス」革新的オフィスレイアウト・ソリューション事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 バイクショップマサキ 四輪整備事業及び船艇事業への新分野展開による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 岡﨑建具 廃材利用によるＳＤＧｓで「マイブランディング家具」の提案と製造 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ゲストハウス三軒家 民泊からワーケーションとサイクルステーション機能を備えた旅館業への進出 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ａｌｖｅａｒｅ 1170001016192 ディナー主体のイタリアンからカフェランチ主体の韓国料理への事業転換 株式会社イソシエ

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 きみのフルーツ 規格外果物を活かした新商品開発・製造と販売施設フルーツラボの開設 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 有限会社パナルック西山 7170002006831 紀美野町初の介護用品販売・レンタル事業展開による地域貢献事業 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 有限会社レストランフライヤ 7170002000074 伝統洋食のノウハウで、当店独特の「洋食しゃぶしゃぶ」を開発し提供する 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ユニバーサルエステート 4170002005332 １日１組限定の非日常空間を提供する民泊施設の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社フジコーポレーション 6170002009034 これまでのノウハウを活かした栄養バランス弁当で中国市場に進出 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 きしゅうサービス 事業計画書「捨てられていたモノに新たな価値を付け再生し販売するリサイクルショップ展開 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 有限会社紀州高田果園 3170002009895 有機梅を用いたオーガニック加工品による海外展開 川口　英信

近畿 和歌山県 紀の川市 ヤマア 長時間楽しめる会員制いちご観光農園を主軸とする６次産業化への挑戦 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 新宮市 有限会社フリーク 1170002011564 地元和歌山県の特産品である「紀州南高梅」を使用した菓子類製造業への業種転換 税理士法人タックス関西

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社Ｒｅｍａｋｅｓ 9170001011921 老舗日本料理店から過疎地域の節目を彩るデリバリー、そして食品メーカーへ 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 昌永理研株式会社 4170001001563 プラスチック粉砕加工ＯＥＭ事業による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社西日本マインド 7170002004851 コロナ禍で疲弊した介護事業者の負担を軽減する「クリーニング・機密書類処理事業」 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 株式会社新中央 4170001001646 危険物物流における保管・荷役事業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ＶｉＶｉｆａｌａ島ゆかこ 5170002006081 障害者のための心と体を整える空間の提供 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 ＡＧ株式会社 2170001012389 本格スポーツ自転車のレンタサイクルとサイクリングツアーで　裾野を増やし自転車王国わかやまを築く事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社淺野商会 5170001007709 建築用資材製作からＬＥＤ照明器具製作に向けた製品製作方法の変更による業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＦｕＫｕホーム 7170001011312 アフターコロナ禍を見据えたリフォーム業への挑戦〜多目的モデルルームを活用した新たな集客戦略の実施〜 藤本　敦士

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社しんこう技研 8170001007805 大型リサイクル装置向け板金製品に新規参入するための曲げ加工機導入事業 松下　隆信

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フジシマ不動産 5170001012436 最新のＩＣＴ施工技術を活用した、不動産業から不動産製造業への転換計画 税理士法人ＡＡＡ

近畿 和歌山県 和歌山市 日本商事株式会社 9170001002573 シニアフィットネス　半日型リハビリデイサービス事業 水城　実

近畿 和歌山県 紀の川市 世田農園 地域の農家との共存・共栄に貢献する　ミニライスセンターの構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社オレンジワークス 6170001016642 中古車販売と自動車整備の強みを活かした、キッチンカーの製作及び整備事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社鳥羽運送 1170001011367 好立地を生かし関西・中部両圏向け在庫に対応する日用衛生品倉庫業へ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社西原塗装工業 7170002002888 塗装工事で培った技術力を活かしたリフォーム・外構工事業 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 阪和電子工業株式会社 1170001002738 次世代半導体評価用検査装置の開発・上市による事業拡大 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 株式会社伊勢屋 2170001000220 食肉卸業者が生産者と消費者を結ぶ、飲食及び小売業者への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 本田設備株式会社 8170001007615 先進エコ技術＂エコウィン＂を導入した展示ラボラトリーの建設とシステムで脱炭素社会モデルを和歌山から！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海南市 丸菱化成株式会社 6170001015388 好立地を活かす！人と自然を繋げるキャンプビレッジ事業 海南商工会議所

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 Ｆ’ｓ関西株式会社 2170001011911 飲食業不振による包装製造業への新分野展開 和歌山県商工会連合会


