
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 福井県 有限会社朝倉プラン
老眼レンズ付偏光サングラスで上下掛け替え可能な眼鏡の開発・販路
開拓事業

福井銀行種池支店

2 福井県 株式会社岡本吉之亟商店
高齢者施設等の掃除ニーズに特化した消臭除菌洗浄剤による清潔環境
の実現と販路開拓事業

北陸銀行福井西中央支店

3 福井県 株式会社サンユー 蒔絵を施した日本を代表した高級なお土産品の製造、販売 福井銀行河和田支店

4 福井県 有限会社ミラクル 超弾性樹脂を用いた金属・樹脂両方の特性を備えためがね枠の開発
福井商工会議所中小企業総合
支援センター

5 福井県 株式会社オンビート
１種類のレンズ複数のメガネフレームにユーザーが交換できる高機能フ
レームの開発

北陸銀行福井支店

6 福井県 株式会社イーグル・アイ
ドライブレコーダのデータを活用した交通事故防止と運転改善マネジメン
ト事業

福井商工会議所

7 福井県 未来栄株式会社 新動作付ふくらはぎマッサージャー開発事業
福井商工会議所中小企業総合
支援センター

8 福井県 株式会社西村プレシジョン
年代別にデザイン性・機能性を提供する新しい形の老眼鏡「Ｒ．」プロ
ジェクト

福井商工会議所中小企業総合
支援センター

9 福井県 有限会社丸栄建設 オリジナルの住宅用内視鏡を使用した「らくらく配線工事」事業 武生信用金庫粟田部支店

10 福井県 有限会社アイデン 隠蔽場所で活用出来るフレキシブル管挿入装置の開発
福井商工会議所中小企業総合
支援センター

11 福井県 株式会社ＩＮＩ（アイエヌアイ）
世界初！高機能、高感性を併せもつ日本特有の高級タオルの製造と販
売

永平寺町商工会

12 福井県 株式会社ヤマゴ 雑魚を活かした、簡単・手軽・便利な水産加工品の開発事業 福井西商工会

13 福井県 ｓａｌｏｎ　Ｋａｚｕ
コミュニティ創造型及びエステ普及型の顧客参加型カフェ＆エステサー
ビス事業。

北陸銀行福井東支店

14 福井県 有限会社クリエ 高級腕時計を自社修理による安価でサービス提供の出来る事業 福井銀行武生支店

15 福井県
株式会社福井コミュニケーショ
ンサービス

牛乳宅配店向けクラウド型・顧客管理及び営業促進システム販売事業 福井信用金庫丸岡営業部

16 福井県 越前フーズ カニパウダーを使用した業務用和菓子の製造・販売
福井商工会議所中小企業総合
支援センター

17 福井県 ゆめいく株式会社 化粧品原料や食用として価値の高い無農薬バラの商品化事業 勝山税理士事務所

18 福井県 有限会社エナテック ＬＥＤ照明付き店舗ディスプレイ什器・サイン広告の企画・製作事業 福井商工会議所

19 福井県 丸岡家 恐竜・歴史・時代を連想させる新たな本格的お土産スイーツの開発事業 福井商工会議所

20 福井県 ホットガレージ株式会社 冬期問自動車用スタッドレヌタイヤ賃貸及びタイヤ預かり事業 北陸銀行福井西中央支店

21 福井県 株式会社ブリッジ 海外企業向けビジネスマナーの外国語デジタルテキスト作成・販売
福井商工会議所中小企業総合
支援センター

22 福井県 ヒロベ産業有限会社 自動車部品用のガラス繊維による３Ｄ立体編み物の開発 福井西商工会

23 福井県 有限会社　ふげつ
日本人が残した茶道文化を未来につなげる為の、現代人が求める茶道
具作り

鯖江商工会議所

24 滋賀県 株式会社成葉産業 古材を再利用した住宅建築事業 滋賀銀行

25 滋賀県 株式会社ＴＫＳ ファインセラミックスジュエリーの開発、製造及び販売 滋賀銀行

26 滋賀県 有限会社臨湖庵
滋賀の水産加工食品の廃材利用による健康食品販売及び琵琶湖水産
資源保護

瀬田商工会

27 滋賀県 株式会社メディカルフロント 「シミ・しわ隠しおよび皮膚若返り新機能テープの開発・販売」 滋賀銀行南草津駅前支店

28 滋賀県 有限会社大與 和ろうそくの従来の価値の見直しと特定市場に対してのブランディング 滋賀銀行今津支店

29 滋賀県 冨来郁
「伝統的な和菓子のコンセプト」と「現代女性向けのデザイン」と「東近江
市の地産地消」にこだわった初めての菓子の開発

東近江市商工会
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30 滋賀県 有限会社山川製作所
地域に貢献、未来の環境に貢献できる自然を利用したマイクロ小水力発
電機

東近江市商工会

31 滋賀県 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｋｅｙ－ｍｅｎ オーダーメイドが身近に！手作り照明が叶える理想住環境の創出事業 滋賀銀行桜川支店

32 滋賀県 有限会社草土 国産ステンレス　カトラリー（鎚目シリーズ）の開発 甲賀市商工会

33 滋賀県 ｅ－ピグマリオン株式会社
ｅ－ピダマリオン　個人塾の未来を広げる、幼児学習藪室開設用電子学
習システム

滋賀銀行膳所駅前支店

34 滋賀県 ｖｉｖｉｍｏｒｅ 琵琶湖固有種「ビワマスの酢〆かまぼこ」の新商品開発と販路開拓 滋賀銀行近江町支店

35 滋賀県 株式会社オートレップ関西 ドライブレコーダー及びデジタルタコグラフ取付事業の全国展開 鐘井輝経営事務所

36 滋賀県 株式会社アズマ
特許工法及び特許材料を使ったコンクリート構造物のひぴ割れ補修事
業への展開

大津北商工会

37 滋賀県 株式会社ナックウェブ
自社開発の葬儀用ムービー生成ＡＳＰ（インターネットを通じてビジネスア
プリケーションを提供するサービス）とＤＶＤ販売

滋賀銀行

38 滋賀県 日本緑茶株式会社 神の植物『アガベ』で作る、有機インスタント茶の研究開発事業 滋賀銀行

39 京都府 有限会社中小路商店 紙製オリジナル陳列什器及びギフト箱のオーダーメイド事業の開発 京都信用金庫河原町支店

40 京都府 有限会社フットクリエイト
足スキャナーを用いた、膝痛予防に有効なオーダーメイドインソール販
売網の構築

谷口薫税理士事務所

41 京都府 株式会社ビークル 世界オンリーワンの抗体スクリーニングキットの開発・試作 京都銀行西山科支店

42 京都府 丸和商業株式会社 ボートゲームと風呂敷の融合によるゲーム市場への販路開拓 滋賀銀行

43 京都府 株式会社カスタネット 企業キャラクターデザイン制作及びデジタルコンテンツ管理運営事業 京都信用金庫本店

44 京都府 大洋エレックス株式会社 デジタルカメラを使ったりアルタイム検査可能な装置の開発 京都中央信用金庫山科中支店

45 京都府 ジェイファニチャー有限会社 古い屋根が壁になる『オールドルーフの壁用古材パネル』の開発 京都銀行伏見支店

46 京都府 インフォテック株式会社 画像処理ユニットの開発と販売 南都銀行京田辺支店

47 京都府 有限会社大江工業 中丹・中部地域山間部への家具修理等のハウスケアサービスの提供 京都銀行亀岡支店

48 京都府 株式会社朝日窯
朝日焼の伝統技術を生かし、各国のニーズにローカライズした茶器の開
発と販路開拓

税理士法人イデア

49 京都府 株式会社Ｈ＆Ｃ技術研究所 繊維に付着したアレルゲン微粒子を吸引捕集するハンディブラシの開発 アドバンスト・エム

50 京都府 京都ラジオカフェ株式会社 コミュニティＦＭ放送局向け汎用スマートフォンアプリの開発 京都銀行三条支店

51 京都府 有限会社　彩寿
伝統産業　京友禅の技法を活かした新たな加工技術による新商品展開
事業

京都信用金庫梅津支店

52 京都府 メガネショップ　ウメダ
丹後産の豊富な食材を使用した新しいタイプのふりかけの開発と販売促
進

京丹後市商工会

53 京都府
有限会社京都情報化支援事務
所

児童相談受付＆支援経過記録管理システム『ＫｅｅｐＷａｔｃｈ』の開発と販
売

京都銀行七条支店

54 京都府 株式会社ノウション 京都の天然石を使ったインテリア和雑貨の開発 京都信用金庫北山科支店

55 京都府 有限会社　松楽 新ブランド製造販売計画 京都信用金庫亀岡支店

56 京都府 有限会社日昇製作所 静電気などで密着したプラスチック製ポリ袋等の開袋補助具 奥村和義税理士事務所

57 京都府 西川化工株式会社
抗体検査を効率化するための検査用の樹脂容器の開発と試作品の制
作

長岡京市商工会

58 京都府 Ｍｅｄｉｃｏ－ｔｅｃ株式会社
スマートフォンを充電しストリートビュー内を走る人力発電自転車の製
作・販売

京都信用金庫壬生支店
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59 京都府 ニシオサプライズ株式会社 茅葺き一棟貸し、サイクリングツアーによる外国人旅行客の誘致 京都銀行美山支店

60 京都府 有限会社マルシゲ紙器
①耐水性と防水性を兼ね備えた紙製デザイン雑貨の新商品開発販路拡
大事業

京都信用金庫本店

61 京都府 株式会社造形村
アクティブシニア（女性）向け、癒し・趣味・健康を融合したドール商品の
開発

京都信用金庫壬生支店

62 京都府 株式会社吉岡甚商店
世界絞り展を通じインドネシアデザイナーとコラボ商品を開発、販路拡大
に繋げる

京都銀行三条支店

63 京都府 株式会社公長齋小菅 竹工芸技術を生かした日本独自の高級皮革製品の開発とＰＲ 京都銀行府庁前支店

64 京都府 株式会社バイオエックス
ポリフェノール等の食品成分を簡便に検出する新規バイオセンサーの開
発

京都銀行本店営業部

65 京都府 株式会社ナンゴー
金属機械加工品の受注を目指した生産管理を共有化した地域生存型受
注グループの創生

アドバンスト・エム

66 京都府 田中昌染工 金彩友禅技術を応用した新規ファッショングッズの開発 アドバンスト・エム

67 京都府 株式会社彩 Ｂ．Ｄ．Ｕ（Ｂａｔｔｌｅ　Ｄｒｅｓｓ　Ｕｎｉｆｏｒｍ）浴衣 京都信用金庫山科支店

68 京都府 東亜化成品株式会社
環境リサイクル開発（ポリビニルブチラール樹脂のリサイクル事業）リサ
イクルに必要な排出されている原料の一例は、自動車の合わせガラス
（フロントガラス）の中間膜。

京都銀行伏見支店

69 京都府 ゲストハウス　三条宿
『京都の旧き（ふるき）町家で、伝統的とモダンが融合した箱庭畑の実
現』

京都信用金庫朱雀支店

70 京都府 有限会社み彌け
京人形の甲胄製動技術を活用した甲胄型鞄等袋物の開発および事業
化

京都信用金庫九条支店

71 京都府 株式会社ＣＨＩＡＭＳＫＩ あたらしい素材を用いたジュエリーの研究・開発及び発売 京都銀行銀閣寺支店

72 京都府 中嶋金属株式会社 金メッキと京都で湧出した温泉水を使った新規古代美色の発色技術 京都信用金庫西院支店

73 京都府 株式会社イスト
京都発・健康薬膳ケーキの開発～日本一の小豆とシルクの素を薬剤師
がブレンド

中井康道税理士事務所

74 京都府 株式会社石川建設 舗装用両面粘着テープ（アステープ）の夏季用改良・開発 京都銀行六地蔵支店

75 京都府 ＮＡＩＺ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ
気軽で簡単。ファッション感覚の着せ替えスマートフォンケース『Ｄｒｅｓｓ』
の企画

京都銀行向日町支店

76 京都府 大西建設工業株式会社 特殊折畳み工法を用いた「木製フトン籠（治山土木事業）」の開発 京都中央信用金庫東山支店

77 京都府 アイ・プール株式会社 コンピュータビリヤード「iPool」シリーズの開発及びテスト販売 岩崎税理士法人

78 京都府
㈱マヅカ・スリーディー・ワーク
ス

FRP製簡易型を使った発泡スチロール成形技術の確立 岩崎税理士法人

79 京都府
株式会社パリティ・イノベーショ
ンズ

裸眼観察可能な空中映像メディアプレイヤーの実用化 米田会計事務所

80 京都府 株式会社誠工務店 地域密着型空き家管理サービス 精華町商工会

81 大阪府 バイオエポック株式会社 白金ナノ粒子を用いた抗菌・抗ウイルス対策用マスクの研究開発。 池田泉州銀行城東支店

82 大阪府 木村酒類販売株式会社
地域資源である「門真れんこん」を原材料とした蓮のスピリッツ「はすの
ゆめ」の開発と販売

守口門真商工会議所

83 大阪府 日本省力機械株式会社
希望の絵柄にしたいというニーズに対応した完全オリジナルタペストリー
商品の開発

摂津水都信用金庫本店営業部

84 大阪府 松内毛織株式会社 消費者参加型新商品毛布の開発と販売 りそな銀行泉大津支店

85 大阪府 株式会社ナウデータ ＬＥＤ方式太陽光模擬器（ソーラーシミュレーター）の開発 摂津水都信用金庫金田支店

86 大阪府 株式会社Ｈ＆Ｍ 環境にやさしく、女性のための‘ｏｎｌｙｏｎｅ商品‘の開発 税理士法人ＫＴＮ

87 大阪府 モノタイプ スマートフォン用アプリケーション「愛犬の親戚さがし」の開発 摂津水都信用金庫梅田支店
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88 大阪府 御菓子司津村屋
自家農園産銀寄栗（※）を使用した高付加価高級指向新商品の開発販
売

豊中商工会議所

89 大阪府 有限会社ファーストシーン 展示会出展者が顧客に配布する段ボール製キャリーバックの開発 豊中商工会議所

90 大阪府 株式会社Ｊ－ＡＲＭ 汎用型ＮＫ細胞培養キットの開発と獣医療での免疫細胞療法の事業化 大阪東信用金庫

91 大阪府 有限会社小田利建設
建築・土木・環境工事用ステンレス鉄筋加工技術・現場施工技術の確立
による新分野進出

社団法人大阪能率協会

92 大阪府 株式会社タケックス・ラボ モウソウチク抽出物製剤のフードテック産業への本格参入 りそな銀行東大阪支店

93 大阪府 ＷＹＮ　ＪＡＰＡＮ株式会社
日本初となる安全かつ高品質な脱毛ワックスの諭入販売及び施術者育
成

南谷龍

94 大阪府 アマゾンカムカム株式会社
カムカム果汁を使った新素材の開発と健康食品の生産（素材名：カムカ
ムナノカルシウム。素材原料を使った健康食品の商標登録済モデル商
品名：カムカムナノカルシー。）

菅野淳税理士事務所

95 大阪府
株式会社テックアイオーサービ
ス

簡易型自宅介護者の温度／湿度・空気清浄支援装置 北陸銀行渋谷支店

96 大阪府 株式会社キュウブリッジ 感動で女性を行動・購入に誘う世界初のモバイル向けＷｅｂサービス ベンチャーサポート税理士法人

97 大阪府 淀屋橋税理士事務所 タイ王国進出の日系企業の現地での会計・税務・労務サポート事業 りそな銀行北浜支店

98 大阪府
株式会社ＢＢＱエンターテイメ
ント

大阪地域限定のホルモンバーガーの開発と宅配事業の実施 徳井税理士事務所

99 大阪府 株式会社ユナイテッドワークス 住宅総合履歴情報と重要事項説明書との連携システム開発 東京中央経営

100 大阪府 株式会社登プリント社 地域密着型印刷業の「バリアブル印刷技術」を活かした新商品開発 大阪東信用金庫

101 大阪府 清川工業株式会社
「抜けにくい」「回りにくい」「劣化しにくい」魔法の“ＫＫ型アンカーピン”開
発事業

尼崎信用金庫港支店

102 大阪府 有限会社ジーアム サービス業向けロボットによるコミュニケーションサービスの開発 摂津市商工会

103 大阪府 サンフォレスト株式会社 奈良地域におけるリチウムイオン蓄電池システム普及事業
税理士法人ＳＨＩＯＴＡＮＩ　ＫＡＩ
ＫＥＩ

104 大阪府 品川　亨
箱発送時に必要な緩衝材にメッセージ性や利便性を加え新開発した商
品による新しい広告媒体・顧客様とのコミュニケーションツールのご提
案・販売。

池田泉州銀行東大阪中央支店

105 大阪府 株式会社Ｍ２プランニング パーソナル調圧カプセルの開発及び事業化 摂津水都信用金庫石橋支店

106 大阪府 株式会社色彩舎ソリューション デザイン・カラーｅラーニングアプリケーション『なんデザ』 大阪信用金庫南森町支店

107 大阪府 八洲電業株式会社 航空機搭載型細胞シート可搬ＢＯＸの試作 尼崎信用金庫今里支店

108 大阪府 Ｍａｎａｌｕｎａ
希少精油・希少オイル・特殊機能水を使った低刺激化粧品の開発と販路
開拓

山下会計事務所

109 大阪府 株式会社ＭＡＫＥ
鍼灸整骨院でロコモエクササイズ～運動機能障害を予防して健康寿命
を延ばす～

摂津水都信用金庫正雀支店

110 大阪府 株式会社ひのき リハビリとエステによる小規模デイサービスの差別化事業 大阪商工信用金庫吉田支店

111 大阪府 株式会社ドーガ ＵＡＥの教育機関等へのＣＧアニメ学習ソフトの販路開拓 尼崎信用金庫天満橋支店

112 大阪府 あっとクリエーション株式会社
顧客リストの地図化および訪問営業支援アプリの開発（顧客リストマッ
プ）

森税理士事務所

113 大阪府 有限会社アイビーエフ 自動車取り付け用　電動式雨除けテントの新規開発について 山﨑豊文税理士事務所

114 大阪府 株式会社シープロジェクト デザインおみくじ並びに外国語おみくじ普及プロジェクト 摂津水都信用金庫豊津支店

115 大阪府 株式会社ナガノ ビドーパルリニューアル２０１３ りそな銀行玉造支店

116 大阪府 株式会社サカタ 関西近郊の「和」を好む女性に喜ばれるハンドバッグの提供 池田泉州銀行昭和町支店



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

117 大阪府 阪上織布株式会社式会社
新機能を備えたコスチューム衣装・小物などの素材・商品の開発やよび
情報発信

池田泉州銀行熊取支店

118 大阪府 有限会社森田商会 オートバイ外装部品の補修用調色済みウレタン塗科販売 京都銀行津田支店

119 大阪府 株式会社ふわふわ
環境に配慮した電気駆動の小型ロードトレインを開発し、屋内商業施設
に貸し出す事業。

摂津水都信用金庫本店営業部

120 大阪府
ニュージーランド農産物販売株
式会社

日本向けに改良した、ニュージーランド産安全・純度の高いアイスクリー
ムの開発・輸入

大阪市信用金庫

121 大阪府 株式会社東和技研 太陽光発電システムにおけるポータブルストリング電流計測器の開発 アドバンスト・エム

122 大阪府 学生マルシェ
大阪在住の島根出身者の集まりとふるさとを繋ぐ、ふるさと産品定期販
売事業

山陰合同銀行北支店

123 大阪府 株式会社シントニア
最小型・薄型で使い勝手の良い小規模店舗向け情報キオスク端末の開
発

池田泉州銀行大阪西支店

124 大阪府 新田谷織布工場 快適高吸水タオルの開発 池田泉州銀行泉佐野支店

125 大阪府 株式会社三晃鍍金工業所 電気亜鉛めっきのカラー化 大阪市信用金庫

126 大阪府 有限会社種村建具木工所 Ｃｒａｆｔを魅せる「作品展示型」インテリアの開発と市場化 大阪信用金庫平野支店

127 大阪府 アドバンスト・エム株式会社
医療系大学と連携した専門家のカウンセリングによる健康創生プログラ
ムの提供

りそな銀行南森町支店

128 大阪府 株式会社フラン 「装飾用野菜ペン（ペジペン）」の製造販売及び同ペン活用の教室事業 りそな銀行梅田支店

129 大阪府 株式会社ニバス アルミニウム押出材を用いたデザイン性に優れた家具用扉と専用把手。 大阪市信用金庫

130 大阪府
株式会社ＳＡＫＵＲＡ　ｅｎｔｅｒｔａｉ
ｎｍｅｎｔ

音楽・ダンス・芸能などエンターテイメントの分野で活躍を目指す個人の
ボーダレスな育成を可能にする、各種エンターテイナーの発掘とプロ
モーション事業

天理市商工会

131 大阪府 有限会社アイディング
睡眠でお悩みの方に快眠により、笑顔で元気に過ごせる衣類のオリジナ
ル企画・製造・販売

商工組合中央金庫梅田支店

132 大阪府 株式会社エンカレッジ 発達障害のある大学生・短期大学生を対象にしたキャリア支援事業 池田泉州銀行本町支店

133 大阪府 グルーヴリンク株式会社 リープ・モーションを活用した失語症患者用リハビリソフト開発 関西アーバン銀行本店営業部

134 大阪府
ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＢＥＳＯＮ株式会
社

・既設屋外看板灯用の省エネ防水型ＬＥＤ直管ランプの開発、拡販事業 東大阪商工会議所

135 大阪府 株式会社フィット シムクラウド（ＳｙｍＣｌｏｕｄ） 鈴木会計事務所

136 大阪府 有限会社フェリア 熟成肉の加工販売 島原博税理士事務所

137 大阪府 株式会社笑顔音 高齢者施設向け『入居者の心を守るバリアフリーレストラン』の展開 磯﨑　雅美

138 大阪府 EV大阪 電池搭載電気バイク車への改造の推進 近畿大阪銀行本店営業統括部

139 大阪府 株式会社オークマ工塗 内装用塗料を利用した賃貸向けデザインリフォームによる空室改善 大阪東信用金庫

140 大阪府
株式会社アントレプレナーファ
クトリー

WebとDVDを用いた起業・経営に関わる動画コンテンツの提供事業 田淵宏明税理士事務所

141 大阪府
有限会社マシン・メンテナンス・
サービス

水道水から飲料水を生成する機能性・デザイン性に優れたスタイリッシュ
脱気水生成器

東大阪商工会議所

142 兵庫県 株式会社アヌシ 高齢者向けのハンドルが柔らかくしなる歯ブラシの企画開発 尼崎信用金庫伊丹西支店

143 兵庫県 有限会社アトリエケー
脱メタボリック体型を可能にする機能性の高いメンズ補正下着を開発す
る事業

姫路信用金庫城北支店

144 兵庫県
六甲山グルメキャンパス株式
会社

六甲山の風と天日を利用した安納芋を原料とした干し芋の各種・新商品
の開発と販売

神戸商工会議所東神戸支部

145 兵庫県 ヨシダ総合印刷 戦国時代の足軽陣笠の製作・販売 姫路市商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

146 兵庫県 ＤｅｅｐＩｍｐｒｅｓｓｉｏｎ 集客ＵＰ！売上ＵＰ！の為のサラウンドサイト上位表示の提唱 池田泉州銀行稲野支店

147 兵庫県 有限会社フジウラカメラ ＬＥＤスタジオ開設による新規販路開拓事業 ティーゲル税理士法人

148 兵庫県 株式会社ジェイワン 異なる汚れ成分に同時に機能する新たな洗浄剤の開発 税理士法人オグシ会計事務所

149 兵庫県 有限会社Ｃｈｉｆｆｏｎ ＷＥＢ情報誌　三田＋北神戸子育て自由区　みんなでハグ
池田泉州銀行三田ウッディタウ
ン支店

150 兵庫県 有限会社豆匠 新規製造管理方式により作られた豆腐屋の豆乳（清涼飲料水枠）販売 西宮商工会議所

151 兵庫県 有限会社堀尾俊郎商店 京都府宮津市産竹を用いた根鞭プロジェクト みなと銀行住吉支店

152 兵庫県 株式会社関西工事 各種温熱機の組合せによる新たな温浴施設の開設とその機器の販売
尼崎信用金庫長洲支店勘定店
杭瀬支店

153 兵庫県 神戸フットサルサークル フットサル・イベントを活用した企業内の職場活性化サービス みなと銀行水道筋支店

154 兵庫県 株式会社藤本林業所 無垢の木材を生かした人と地球にやさしいエコマンションの提案 森　伊知郎

155 兵庫県 株式会社キューブエッグ
吸水してもコシのある不織布を利用した、新たな生活雑貨用品の開発事
業

尼崎信用金庫東難波支店

156 兵庫県 有限会社光栄製作所
３Ｄテクスチャー（凹凸形状（シボ））による低コスト・短納期なモデルリン
グ開発

佐用町商工会

157 兵庫県 株式会社樽正本店 伝統手法による　芳香性を有する野生梨の醗酵ピクルスの開発と販売 兵庫県信用組合

158 兵庫県 大幸 自動車の底部洗浄を家庭で安易に効率よく出来る散水ノズルの製造。 横山泰税理士事務所

159 兵庫県 井上セメント工業株式会社 オーダーメイド型グレーチング付コンクリート桝の開発 加東市商工会

160 兵庫県 有限会社稲上商事 鳴門オレンジを活用した加工品（ドレッシング・ポン酢）の開発 尼崎信用金庫鳴尾支店

161 兵庫県 株式会社三宝齋 独自紋様の陶器金彩象嵌の皿類／ギフト新商品開発。 尼崎信用金庫神戸支店

162 兵庫県
株式会社ジャパンアイテムコー
ポレーション

「話せる文字パット」の開発・販売 西兵庫信用金庫

163 兵庫県 株式会社クーヴ 環境経営管理運用効率化システム構築事業 但馬銀行日高支店

164 兵庫県 株式会社ワン・エイト
消費者の利便性と販売店の顧客囲い込みの為のＣＬｗｅｂ注文システム
（※ＣＬはコンタクトレンズの略）

森　伊知郎

165 兵庫県 株式会社ニッピ機械 革細工製品のＤＩＹ用や小規模業者向け本格的な皮革加工機械の開発 みなと銀行野里支店

166 兵庫県 天晴水産株式会社 前どれしらす工場直営ビュッフェスタイルしらす専門食堂の運営 有限会社ユアブレーン

167 兵庫県 大和鉄工株式会社 バネ用ステンレス鋼線巻付け装置開発 商工組合中央金庫尼崎支店

168 兵庫県 有限会社オープランニング 塗箸の企画開発に実績のある神戸箸屋の『手に優しい新形状の箸』 神戸商工会議所中央支部

169 兵庫県 株式会社プロテクノ 食券自動販売機向けカッターユニットの開発と販売 尼崎信用金庫東難波支店

170 兵庫県 株式会社アビーロード
健常者のニーズを中心としたュニバーサルベッドの開発（身障者向けも
兼ねる

171 兵庫県 田園スイーツＡｎｇｅｌｉｎａ
青果を原科に天然添加物等を開発。これを使った無添加焼き菓子を販
売

日新信用金庫小野支店

172 兵庫県
ダイシンエンジニアリング株式
会社

高温加熱ヒータ内蔵の常圧過熱蒸気による洗浄殺菌装置の試作・開発 兵庫県信用組合

173 兵庫県 神結酒造株式会社 神に結ばれた２人を祝う乾杯酒（スパークリング日本酒）の開発販売 加東市商工会

174 兵庫県
株式会社エルエルシーコン
ピューター

要求に対応したクーポンを発行するクーポンオンデマンド（ＣＯＤ）システ
ム開発

加東市商工会



都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

175 兵庫県 有限会社エイタック 木製３つ折れ間仕切り「ＳＭＡＲＴ　ＰＡＲＴＩＴＩＯＮ」の開発 加東市商工会

176 兵庫県 啓文社印刷工業株式会社
従来の印刷技術である活版印刷を応用したペーパーアイテムの製造・販
売

尼崎信用金庫神戸支店

177 兵庫県 株式会社みんなの村 竹林や山林を整備し、伐り出した竹木を薪燃料として活用する事業 丹波市商工会

178 兵庫県
株式会社エコ花と緑のネット
ワーク

「室内設置型無電力生ゴミ自然堆肥化コンパクト装置試作開発販売」に
よる循環型社会対応事業

川西市商工会

179 兵庫県 光洋製瓦株式会社
いぶし瓦素材を活かしたインテリア製品の国内及び海外市場調査・販路
開拓

姫路商工会議所

180 兵庫県 有限会社三電社
ユーザー自身がスライドを簡単に追加・変更できる＊デジタルサイネー
ジシステム

尼崎信用金庫塚口支店

181 兵庫県 株式会社ファームステーション 淡路島の各名店の商品を集めた逸品プロデュース 淡路市商工会

182 兵庫県 門脇織物株式会社 リネンのあたたかインナーウエアー 兵庫県信用組合

183 兵庫県 株式会社レイデックス 動物の血液凝固活性の検査にかかる専用試薬の開発・製造・販売事業 神戸信用金庫

184 兵庫県 株式会社地域の輪・知恵の輪
拡大！地域の輪・知恵の輪　人をつなぐ会話や音楽の中に三味線楽器
を取り入れる。

尼崎信用金庫稲野支店

185 兵庫県 有限会社山本機械 フィルター（ワイヤー放電加工機用）再生とレアメタル再生事業 但馬銀行長田支店

186 兵庫県 株式会社ＧＡ 有機・無農薬野菜の地域配達サービス 長島公認会計士事務所

187 兵庫県
有限会社神戸システムプロダ
クツ

ＫＳＰ－Ｅｙｅ１：視覚障害者誘導システム（誘導用ブロックバージョン） 兵庫県信用組合

188 兵庫県 アールイーコム株式会社 地中熱とエアコン（夜間電力）を利用した省エネ床下暖房 税理士法人水埜会計事務所

189 兵庫県 松尾　淳平 まちなかで気軽にシャンプーできるサービスの提供（シャンプーバー） 税理士法人水埜会計事務所

190 兵庫県 株式会社ピース
宅配乳販店の経営改善の支援とＭ＆Ａの仲介を目的とする経営コンサ
ルティング

福井規之税理士事務所

191 兵庫県 株式会社北摂住宅サービス
猪名川町における住宅の予防保全・事後保全を含めた会員制住宅メン
テナンスサービス「ＧＯＯＤ　ＨＯＭＥサービス」

猪名川町商工会

192 兵庫県 株式会社しもむら 兵庫県産の菊芋切蕎麦を世界中に発信する。 姫路商工会議所

193 兵庫県 津山銘木有馬本店
「屋久杉」「けやき」「栃」などの国産素材に、漆塗りという伝統技術で仕
上げた器の作製。

兵庫県信用組合

194 兵庫県 ロジ・コンビニエンス株式会社 中小運送事業者向け収益確認システム 尼崎信用金庫東難波支店

195 兵庫県 リラクゼーションロハス
彫刻リンパ法を基礎において改良した関西初のリラクゼーション施術の
事業化

吉山さおり税理士事務所

196 兵庫県 有限会社赤龍化学工業所
純国産外反母趾対応超軽量婦人革靴用靴底の開発製造と販売促進活
動

淡路信用金庫新長田支店

197 兵庫県 コニー株式会社 NOMOベースボールクラブと共に豊岡鞄を全国に発信！ 作花経理事務所

198 兵庫県 株式会社たす
電気工事をメインとした、女性による女性のためのライフサポート事業の
展開

磯﨑雅美

199 兵庫県 株式会社葉山
「高齢者をはじめ地域の健康維持をサポートするバランスブレッド」の開
発

丹波市商工会

200 奈良県 オレンジの庭
世界文化遺産法隆寺にあるガーデンショップ“いかるがフラワーツーリズ
ム”プロジェクト

奈良県商工会連合会

201 奈良県 アトリエアクア
プロ漫画家・デザイナーにより、ウエディングコミックムービーを製作・提
供する事業

森　昭彦

202 奈良県 小屋商店
山伏が修行に訪れる修験道発祥の地　天川村洞川　大峯山“男のス
イーツ”の開発

奈良県商工会連合会

203 奈良県 カスタムバイク龍 大型バイク転倒防止システムの開発と世界で始めてのキット販売 奈良県商工会連合会
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204 奈良県 乾商事株式会社 高機能繊維を組合わせた、複合機能グローブの試作開発 大和信用金庫高田支店

205 奈良県
和モダンキッチン　にこすたい
る

魅力ある奈良県産食材のアンテナショップ機能を有する、外食・中食・内
食のワンストップサービス型飲食事業の展開。

奈良県商工会連合会

206 奈良県 有限会社ポニーの里ファーム
薬の町「高取町」を象徴する薬膳加工品（薬膳がゆの具）の開発・製造・
販売

森　昭彦

207 奈良県 スリーウッド　タイヤの森
自動車燃費向上及び安全性向上を目的としたLED点灯普及型タイヤ空
気圧警報器の開発

非営利活動法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴ
Ｅ奈良

208 奈良県 株式会社　Remix Design
建築廃材を独自の加工技術（エイジング加工）を施した、D.I.Y商品の開
発及び販売

商工中金大阪支店

209 和歌山県 有限会社　松房電機 自社店舗内における料理イベント開催のための設備、人員投資計画 紀陽銀行六十谷支店

210 和歌山県 株式会社ふみこ農園
和歌山県立有田中央高等学校の企画提案による和歌山県産の七味な
どの薬味の生産及び製造

紀陽銀行箕島支店

211 和歌山県 株式会社継
紀州菊炭の技術確立とブランド構築による茶の湯炭の安定供給並びに
茶道文化の継承

公益財団法人わかやま産業振
興財団

212 和歌山県 株式会社丸歩
化学調味料を使わず、和歌山産の新鮮食材を使用した高齢者向け持ち
帰り弁当「採れたて天然飯（めし）」の事業化

紀陽銀行高野口支店

213 和歌山県
ネイチャー・コア・サイエンス株
式会社

高齢者向けの小型軽量木製筋力トレーニングマシンの開発 紀陽銀行海南駅前支店

214 和歌山県 株式会社宮源 嚥下困難者の水分補給の為の簡単に出来るドリンクゼリーの開発 きのくに信用金庫河西支店

215 和歌山県 株式会社ザ・パートナーズ
ペットを家族に見立て種類、大きさ、動線に合わせペットが喜ぶ「ペット・
ハッピー・リフォーム」の企画提案

南都銀行 和歌山支店
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