平成２５年度補正「中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業」の１次公募一次締切分採択結果について

本事業については、平成２６年２月１７日（月）から１次公募を行い、平成２６年３月１４日（金）までの期間を一次締切としたところ、全国から多
数の応募がありました。
この期間に応募申請のありました７，３９６件について、地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、
以下のとおり大阪府分として２２６件を採択することといたしました。
大阪府地域事務局
大阪府中小企業団体中央会 ものづくり中小企業支援室
電話０６－６９４７－４３７８

(受付番号順)

受付番号

都道
府県

申請者名称

認定支援機関名

ブロック式環境制御ユニットを用いた病院用クリーンルームの
試作開発事業

兵庫太和税理士法人

2527110002 大阪府 株式会社中田製作所

ＣＡＤＣＡＭシステム導入による複雑立体形状の生産対応能力
の強化

池田泉州銀行

2527110009 大阪府 株式会社ｏｎｅＡ

産業車両向け油圧バルブ用バルブボディ及びスプールの生産
パートナーズ関西
能力強化事業

2527110016 大阪府 甲子化学工業株式会社

産業用プラスチック製品の高品質・小ロット・多品種・短納期化
計画

株式会社エフアンドエ
ム

2527110023 大阪府 高田金型工業株式会社

金型大型化対応による製造プロセス強化

大阪信用金庫

2527110025 大阪府 株式会社堀内機械

メンテナンスフリーを実現するシールレス油圧シリンダの開発

堺商工会議所

2527110001 大阪府

株式会社日本医化器械製作
所

事業計画名

2527110026 大阪府 株式会社メタルクリエイション 高精度ロール内製化による研究開発基盤と海外競争力の強化 高砂 吉孝
2527110027 大阪府 株式会社トルス

水性塗膜の防汚性、耐候性向上を図る画期的な無機保護剤の 関西経営コンサルタン
開発
ト事業協同組合

2527110031 大阪府 元古鉄工株式会社

建築用鉄骨の溶接工程における、自動化装置の導入と柔軟な
前田 節
生産体制の構築

2527110036 大阪府 株式会社天徳工業

大型プレス機導入による高付加価値製品の量産体制の構築

長谷川 政二

2527110039 大阪府 イセキテック株式会社

次世代航空機用エンジン部品の生産能力強化事業

京都銀行

2527110041 大阪府 株式会社吉村鋼材

鉄鋼丸棒材料の「当日注文、当日発送」事業の新規立ち上げ

商工組合中央金庫

2527110043 大阪府 オービー工業株式会社

高密度・高剛性（高耐久性）の樹脂製歯車製造の生産能力拡大
京都銀行
事業

2527110044 大阪府 株式会社ダイネツ

旧型台車炉の省エネルギー化で生産コスト低減を図る設備改
良

2527110046 大阪府

堺商工会議所

株式会社日高ファインテクノロ バイオプロセスを適用した白金族金属ナノサイズ粒子の試作開
池田泉州銀行
ジーズ
発

2527110054 大阪府 菊地光学精工株式会社

内視鏡分野への参入を果たす光学薄膜形成装置の導入

三菱東京UFJ銀行

2527110055 大阪府 株式会社山崎

高性能ＣＮＣ旋盤導入による顧客ニーズへの対応及び新規受
注の獲得

近畿大阪銀行

2527110058 大阪府 株式会社ペプチド研究所

ＬＣ／ＭＳ／ＭＳを用いたペプチド試薬及び医薬品の品質管理
技術の開発

三菱東京UFJ銀行

2527110062 大阪府 日本電子工業株式会社

鉄鋼部品の窒化前工程における洗浄作業環境の改善・環境負
商工組合中央金庫
荷低減

2527110064 大阪府 南海金属株式会社

新型ハイブリット式ベンダー導入による品質と生産能力の向上

商工組合中央金庫

2527110067 大阪府 菊水産業株式会社

純国産黒文字楊枝の製造販売事業

紀陽銀行

2527110069 大阪府 株式会社丸中

新システム導入による在庫管理・配送業務の効率化

南都銀行

2527110070 大阪府 日本製缶工業株式会社

レンタルドラム用ステンレスドラム缶のコストダウン及び量産化
計画

商工組合中央金庫

2527110072 大阪府 株式会社フジキン

エネファーム（家庭用燃料電池）向け低コスト流量計の開発

商工組合中央金庫

1／8

受付番号

都道
府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2527110074 大阪府 大阪金属株式会社

鋳造製品（建機・農機他産業部品）の品質向上及び効率的な生
辰巳忠次
産体制の構築

2527110075 大阪府 葵スプリング株式会社

次世代燃料電池部品 最新鋭設備の導入による品質・生産性
向上

2527110077 大阪府 株式会社コダマ

航空機部品のカドミウムめっきに代わる環境負荷の少ないめっ
徳野会計事務所
きの提供

2527110080 大阪府 株式会社寿機化

印刷機メーカーとの世界初となる次世代型印刷機の開発

八尾商工会議所

貝原会計事務所

2527110081 大阪府 有限会社進功ブラスト工業所 ブラスト装置導入によるガラス研磨材の製造事業

はざま経営事務所

2527110083 大阪府 五光精機株式会社

多品種高精度の非接触軸受密封装置の生産能力強化事業

泉佐野商工会議所

2527110086 大阪府 日本絨氈株式会社

透水性を具備した人工芝生の製法開発（精度あるゾルコーティ
商工組合中央金庫
ング技術の開発

2527110088 大阪府 株式会社カワデン

震災対策緊急遮断弁制御用感震器付制御盤の試作開発

商工組合中央金庫

2527110090 大阪府 株式会社コンテック

チップ型紫外線ＬＥＤを用いた高出力・小型ＬＥＤライトの開発

京都銀行

2527110097 大阪府 フジキンソフト株式会社

グローバル競争力強化の為のスマホ活用「進化型ＰＯＰ」の試
作開発

商工組合中央金庫

2527110100 大阪府 株式会社大阪歯切工場

歯車等の加工技術の確立

越智 忠夫

2527110103 大阪府 株式会社岡三鋼業

耐震工法に対応するために新たに加工機を導入し、生産性の
向上を図る

Officeイワサ

2527110105 大阪府 日本磨帯鋼株式会社

短納期かつ高精度に対応した磨帯鋼の精密シャーリング加工
技術の確立

近畿大阪銀行

2527110107 大阪府 株式会社タカゾノ

ブリスター包装を用いた薬剤包装機の開発

商工組合中央金庫

2527110108 大阪府 株式会社光洋

薄板ばねＮＣフォーミングマシンの導入による品質と生産性の
向上

南都銀行

2527110111 大阪府 株式会社山陽マーク製作所

鉄道用設備部品製造における量産化設備の導入

和泉商工会議所

2527110114 大阪府 株式会社近正

ロボットと電動リベッティングマシンによる鋏のカシメ部分の自動
堺商工会議所
化

2527110116 大阪府 高園テクノロジー株式会社

無人化調剤室実現のための全自動調剤分包装置の開発

商工組合中央金庫

2527110118 大阪府 協立工業株式会社

アルミ・鉄材兼用（環境配慮型）塗装前処理設備導入による高
品質塗装の実現

大阪シティ信用金庫

2527110119 大阪府 パイクリスタル株式会社

有機トランジスタ向け最高品質ゲート絶縁膜作製を可能とする
原子層堆積装置の実現

商工組合中央金庫

2527110120 大阪府 株式会社カム・ネッツ

天然歯の色調により近いジルコニアの開発

米田 茂

2527110123 大阪府 小金屋食品株式会社

「多彩なトッピングを揃えた惣菜型納豆生産による事業拡大と雇
京都信用金庫
用の創出」

2527110124 大阪府 フジテック株式会社

最新型万能試験機導入による住宅用ねじの品質向上と競争力
結城 順吉
強化

2527110126 大阪府 クリロン化成株式会社

機能性共押出フィルムの生産速度向上

2527110128 大阪府 大阪テック株式会社

工作機械の多段式カバーを製作する高精度自動プレス機の導
おのえ経営事務所
入

2527110132 大阪府 中村鉄工株式会社

大手メーカーの画期的環境製品を支える精密加工部品の生産
紀陽銀行
のための設備投資

2527110136 大阪府 有限会社マイスターベック

静脈認証技術を用いて精度の高い個人の特定をサービス化す
尼崎信用金庫
る開発

2527110137 大阪府 食品開発株式会社

多様な書式の見積書等に簡単にデータ出力できる業務ソフトの
大阪商工会議所
開発

2527110141 大阪府 丸泉タオル株式会社

新型エアージェット織機導入

田中 洋

2527110147 大阪府 太洋マシナリー株式会社

水電気分解ガスを燃料とする「燃料バーナ」の試作・開発

近畿大阪銀行

2／8

伊予銀行

受付番号

都道
府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名
関西経営コンサルティ
ング会社

2527110151 大阪府 株式会社システムクリエイト

製品開発に不可欠な「３Ｄ技術習得短期スクール事業」の展開

2527110153 大阪府 株式会社ホシック

産業機械向け精密部品供給における品質管理体制の強化とト
商工組合中央金庫
レーサビリティーの確保

2527110158 大阪府 株式会社丸光製作所

高精度・高効率に切削加工するための最新式ＣＮＣ旋盤の導入 紀陽銀行

2527110159 大阪府 株式会社ツルミプラ

工業的手法で作るアクセサリー「インスタントジュエリー」の開発 大阪シティ信用金庫

2527110161 大阪府 株式会社ウチダ

５軸ＭＣの夜間高速無人加工によるカム製造リードタイムの短
縮

南都銀行

2527110164 大阪府 成和プラスチック株式会社

付加価値のあるプラスチック成形材料の開発

大正銀行

2527110165 大阪府 有限会社三喜製作所

インプラント手術に貢献する六角穴付きチタン部品の切削加工
宮松 利英
技術の開発

2527110166 大阪府 有限会社藤川樹脂

新技術開発！ ＰＥＴフィルム端材がＰＥＴフィルム輸送用資材に
堺商工会議所
生まれ変わる

2527110168 大阪府 株式会社ナカニシプリント工芸

曲面の容器に対するカメラを使用した高速で精密な位置決め印
京都信用金庫
刷

2527110171 大阪府 株式会社光明製作所

「生産管理と自動搬送システムを使った一気通貫生産システム
商工組合中央金庫
の構築」

2527110174 大阪府 株式会社森中鋼業

最新鋭プラズマ切断機導入による社会インフラ整備・防災分野
税理士法人a-office
への新規参入

2527110175 大阪府 株式会社のりつけや

ワーパー導入による短納期化と特殊糸織物への対応及び高品
三井住友銀行
質化

2527110177 大阪府 湯本電機株式会社

新規市場創造を目的とするプラスチック切削加工の更なる精
度、品質向上

阿波銀行

2527110179 大阪府 有限会社井上鉄工所

風力発電事業（増速機）における品質・生産性向上 並びに増
速機大型化への対応

池田泉州銀行

2527110181 大阪府 株式会社三宏

新製造システムの構築による手づくり感のある良質なぽん酢の
大阪信用金庫
試作開発

2527110182 大阪府 山田紙管株式会社

ＮＣ制御の紙管製造機によるロスの低減化と切断面向上の新
技術設備の導入

池田泉州銀行

2527110184 大阪府 ターナー色彩株式会社

環境調和型無機・有機複合多機能蛍光体を活用したゴム用機
能性塗料の開発

三菱東京UFJ銀行

2527110188 大阪府 株式会社ウチダ

先端技術に対応する塗料製造における色管理の高精度化技術
八尾商工会議所
の確立

2527110189 大阪府 株式会社伊藤製作所

プレス品解析ソフト及びＣＡＤの機能強化による金型製作時間
の短縮

2527110190 大阪府

株式会社富士パッキング工業 燃料電池向け、パッキン・断熱材・絶縁材、の短納期試作開発
所
サービス

守口門真商工会議所
阿波銀行

2527110191 大阪府 株式会社日満車輌製作所

リチウムイオン電池の極板乾燥工程における高性能乾燥機の
新開発

2527110193 大阪府 スマイル・プラス株式会社

介護事業者向け成功報酬型の求人サイトおよび教育コンテンツ
竹内 友章
の提供

2527110195 大阪府 株式会社山長

金属オフセット印刷にかわる小ロット短納期用プリンター印刷の
八文字 正裕
開発

2527110197 大阪府 定本タオル合資会社

高密度タオルの生産性向上と多品種化、及び価格競争力強化 田中 洋

2527110200 大阪府 株式会社タムラテコ

調製の際に飛散する高リスク医薬品・抗がん剤を最適な条件の
オゾンの濃度と時間・湿度・温度にて分解除去し、医療者及び 澤井 宏郎
患者の安全を確保する。

2527110201 大阪府 木田精工株式会社

原子吸光分光光度計及び蛍光Ｘ線式膜厚測定器導入による
「ステンめっき」製品の高品質、低コスト量産計画

株式会社エフアンドエ
ム

2527110206 大阪府 株式会社伸明

顧客満足度、品質、業績で板金業界関西ＮＯ，１企業を目指す
為の事業

新居合同税理士事務
所

2527110208 大阪府 株式会社廣野鉄工所

ロボット溶接による生産性と品質向上 並びに 円安に対応す
る国内生産強化

商工組合中央金庫

2527110210 大阪府 田中紙管株式会社

プラスチックコアの新事業立ち上げによる売上・利益の拡大

南都銀行

2527110211 大阪府 協和興業株式会社

試作品開発迅速化による２０２０年度売上倍増計画事業

りそな銀行

3／8

三井住友銀行

受付番号

都道
府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2527110220 大阪府 株式会社サンビ

営業と生産現場を直結、スポーツ衣料のＱＲ・短納期生産の確
商工組合中央金庫
立

2527110222 大阪府 誠南工業株式会社

外部磁場重畳の誘導性放電を用いた超高速スパッタリング装
置の開発

大阪シティ信用金庫

2527110225 大阪府 新庄金属工業株式会社

サブミクロン対応の加工機導入による先端医療分野への進出

大阪厚生信用金庫

2527110234 大阪府 バイオエポック株式会社

歯磨粉を使用しない虫歯対策効果の有る白金ナノ粒子入り歯ブ
中田税理士事務所
ラシ

2527110235 大阪府 山里産業株式会社

非在来型等資源採掘用、金属シース形長尺ケーブルの開発と
製造販売

2527110239 大阪府 旭新運輸開発株式会社

「家具共配ソフトウエア」を活用した家具の共同集荷・共同配送 中野洋税理士事務所

2527110248 大阪府 三利特殊鋼株式会社

プレス機械用大型部品を素材から仕上加工まで一元的に受注
前田 節
する体制の構築

2527110249 大阪府 山陽株式会社

バレル研磨設備改善による大幅な生産性向上と安全確保の計
商工組合中央金庫
画

2527110253 大阪府 大光精機株式会社

ワンストップ化による競争力増強計画

2527110255 大阪府 タバタ株式会社

人工畳表の圧着技術の開発と縁縫いの自動化による量産体制 エクセルブレーン株式
の構築
会社

2527110257 大阪府 株式会社グレンフィールド

偏光サングラス試作の内製化による開発力及び生産力向上計
りそな銀行
画

2527110258 大阪府 株式会社大阪製薬

カートニングマシン導入による室外用虫除け剤の生産ラインの
大幅効率化

商工組合中央金庫

2527110260 大阪府 株式会社ＰＵＬＬ－ＮＥＴ

外部専門職と企業を密に繋ぐクラウドソーシングプラットフォー
ムの開発

大阪商工会議所

2527110262 大阪府 株式会社エコ・アール

自動車向けディスクブレーキの軽量化及び生産コストの軽減

川村公認会計士事務
所

2527110264 大阪府 株式会社大翔スチール

めっき加工向け鉄線市場獲得の為の、新表面処理法による環
境対応型製品の試作開発

松下 好式

2527110269 大阪府 株式会社ユニティ

知育・教育アプリケーションの多言語化とＷｉｎｄｏｗｓ対応事業

柏 之雄

2527110278 大阪府 株式会社小西製作所

段取性の良い外径研削盤の導入による高付加価値多品種小
ロット生産の実現

堺商工会議所

2527110287 大阪府 株式会社沼田菓子種本舗

オーダーメイド最中種焼機導入による洋菓子向け商品の大量生
高砂 吉孝
産化

2527110288 大阪府 ＮＴフィルム株式会社

特殊大型ポリ袋のパイオニア、ＮＴフィルムの製造技術改革！

福邦銀行

2527110292 大阪府 山本印刷株式会社

透明樹脂素材とＰＥＴ等の華飾印刷シートとの接合

阿波銀行

2527110293 大阪府 熱研化学工業株式会社

ＶＯＣを減らし環境負荷を低減させる画期的な水系耐熱塗料の
阿波銀行
量産化試作開発

2527110302 大阪府 株式会社井上模型製作所

段取り工程を徹底削減 ５軸ＭＣで切削加工を３Ｄプリンタ化す
入江会計事務所
る

2527110304 大阪府 株式会社グラインド

グラビア印刷用アルミシリンダーの銅メッキ下地の品質向上を
はかり受注の増加（売上）計画

のぞみ信用組合

2527110307 大阪府 株式会社アリエ

メイドインジャパン高級婦人服小ロット・短納期化事業計画

尼崎信用金庫

2527110310 大阪府 株式会社ハウス工芸社

空シャッターガレージを活用した体験型『ガレージショールーム』
税理士法人ＦＣブレイン
の展開

2527110313 大阪府 サンヨー化成株式会社

内外装用建築資材に柄や模様を付けるための原材料「雲形模
大阪信用金庫
様材」の開発

2527110315 大阪府 株式会社三興ポンプ製作所

軽量アリロン（高珪素鋳鉄）ポンプの生産用３Ｄプリンター技術
の確立

2527110319 大阪府 株式会社カタ技術

情報、医療機器製品の小型化を実現する高精度放電加工技術
京都信用金庫
の開発

2527110321 大阪府

有限会社アーベインエンター
プライズ

2527110322 大阪府 株式会社門真キャップシール

抜け毛・薄毛予防専門のヘッドスパ出店による新分野の開拓

高石公認会計士事務
所

京都信用金庫

近畿大阪銀行

橋森会計事務所

シュリンクラベル加工用新型シール機開発による加工不良ゼロ
京都信用金庫
の実現
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2527110323 大阪府 株式会社アイテック

樹脂の機能性向上を可能とする多層グラフェンの膨化解砕装置
大阪信用金庫
の試作開発

2527110325 大阪府 三澤繊維株式会社

紡績工程における練条機の生産能力向上と低コスト化

2527110326 大阪府 有限会社上坊鉄工所

切断工程を自社加工することで納期短縮、生産能力向上、コス
商工組合中央金庫
ト削減を図る事業

2527110331 大阪府 株式会社米倉製作所

ミニマル規格酸化炉の開発に使用する性能測定装置とその環
境設備

2527110332 大阪府 株式会社オージック

次世代航空機向アクセサリギヤボックス用ギヤの生産能力向上
京都銀行
事業

2527110333 大阪府 三谷金属株式会社

高性能２００トンプレス機導入による生産効率向上、品質向上

りそな銀行

2527110337 大阪府 恵寿起工業株式会社

病院ＣＴ検査補助具としての電気用品エアマットの試作開発

大阪商工会議所

2527110338 大阪府 株式会社サムラ

震災復興支援の為の工程自動化による土木用長尺セパレー
ター（ボルト）試作開発

池田泉州銀行

2527110339 大阪府 ペガサスミシン製造株式会社 高速度カメラ導入による製品の開発期間短縮及び競争力強化

池田泉州銀行

大阪商工会議所

関西アーバン銀行

2527110340 大阪府 株式会社マルワ

靴部品裁断工程の機械化による短納期化及び生産性向上計画 税理士法人ゆびすい

2527110344 大阪府 中山産業株式会社

プラスチック・ダンボール・ケースの構造設計の内製化

2527110345 大阪府 株式会社松屋

自動配膳システム「特急レーン」を導入した日本一高効率・高付
商工組合中央金庫
加価値の焼肉店舗の実現

2527110347 大阪府 錦城護謨株式会社

身体障害者・高齢者などが安全に通行できる誘導ブロックの開
福田会計事務所
発

2527110351 大阪府 ＳＡＮＰＬＡＰ３株式会社

Ｖ－Ｐ切り換え０条件下で高意匠の射出成形品を得る事と製造
堺商工会議所
ロスの低減

2527110352 大阪府 有限会社中井レストラン企画

おしゃれにビールを楽しむ「お・と・な」のビアガーデン受託事業 小川 栄一

2527110357 大阪府 株式会社ダイビ

高性能“かがり製本機”導入による大学アルバム事業の拡大と
田中 一郎
取引業界・雇用の拡大

2527110359 大阪府 株式会社共成

自転車部品（変速、ブレーキワイヤー）自動検査機導入計画

2527110361 大阪府

株式会社ＤｅｎｔａｌＤｉｇｉｔａｌＯｐｅｒ
歯科作業模型を３Ｄプリンターで作製する
ａｔｉｏｎ

2527110362 大阪府 大裕株式会社

場所打ち杭築造に伴う孔底平板載荷試験方法と装置の開発

大阪商工会議所

和泉商工会議所
商工組合中央金庫
西向 隆夫

2527110363 大阪府

株式会社ナンゴウヤデンタル ＣＡＤ／ＣＡＭによる歯科技工物の品質向上、短納期化及び新
ラボラトリー
素材加工計画

東大阪商工会議所

2527110365 大阪府

フリッカーヘルスマネジメント
株式会社

商工組合中央金庫

触覚閾値を用いた高度汎用型交通安全管理サポートシステム
の開発および高度化

2527110366 大阪府 関西クリアセンター株式会社

廃棄物（フライアッシュ）を利用した汚泥などの固化等助材の製
紀陽銀行
作、販売

2527110369 大阪府 クリザール・ジャパン株式会社

切り花日持ち保証販売の日持ちを事前判定する迅速分析サー
井関 新語
ビス

2527110370 大阪府 藤川金属工業株式会社

アルミインパクトケース量産時の品質保証維持管理システムの
西岡 祥典
構築

2527110372 大阪府 株式会社スタッフ

小型軽量ポータブル歯科治療器実現のための精密造形技術の
京都銀行
確立

2527110375 大阪府 ミウラ化学装置株式会社

製造プロセスの省力化、環境改善、品質向上を目的としたろ過
みずほ銀行
装置の開発

2527110377 大阪府 日本電鍍工業株式会社

高圧インフラ用部品における難めっき素材へのスズめっき試作
阿波銀行
実用化事業

2527110378 大阪府 株式会社竹屋化学研究所

住宅基礎保護シートの開発

2527110380 大阪府 小林鉄工株式会社

ＮＣ床形横中ぐり盤の導入による大型部品加工の高精度、短納
中野洋税理士事務所
期化

2527110382 大阪府 株式会社山善金型

医療機器の生体親和性向上に向けた、金型の複雑形状加工技
永和信用金庫
術の確立
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2527110383 大阪府 株式会社デジック

グラファイトシートを利用した新固体潤滑剤すべり軸受の試作開
八尾商工会議所
発

2527110385 大阪府 株式会社松徳工業所

ステント用TiNi合金の高性能化に資する省エネ型高精度連続熱
田中 信大
処理炉開発

2527110389 大阪府 株式会社エムティアール

多用途の超耐磨耗を有する次世代型無給油ロッドエンドの実用
熊取町商工会
開発

2527110390 大阪府 株式会社ナガオカ

プラントインターナル用チャンネルロッドスクリーンの試作開発

2527110394 大阪府 東陽精工株式会社

離型剤自動スプレーロボット導入による精密ダイカスト技術力の
石橋経営会計事務所
強化とコスト競争力の改善

2527110397 大阪府 久野産業株式会社

高機能金属切断機導入による高付加価値な非鉄金属素材の供
長谷川 政二
給体制の確立

2527110400 大阪府 株式会社万陽

鍛造プレスによる生産ラインの生産効率を向上させたいという
鍛造品メーカーのニーズに基づく、ＵＰＳ装置付棒鋼切断機の
開発

十八銀行

2527110403 大阪府 株式会社タイショウ

印刷品質・生産効率向上に向けてのカラーコントロールシステ
ム導入計画

京都銀行

2527110404 大阪府 株式会社熊田洋紙店

大型パッケージ対応 自動打抜き設備

商工組合中央金庫

2527110405 大阪府 株式会社ＳＴＢヒグチ

加工技術分野の拡大の為の設備投資及び歯ブラシ事業ＯＥＭ
阿波銀行
獲得計画

2527110406 大阪府 有限会社間嶋製作所

新型ＭＣ・測定機導入による難加工材加工の高精度・短納期化 京都信用金庫

2527110410 大阪府 株式会社マツイクローム

めっき液の不純物除去ならびに不純物の少ない再生めっき液
の活用

2527110414 大阪府 株式会社センテック

業界最高水準、高出力・高精度ＬＥＤ紫外線照射装置の試作開
京都信用金庫
発

2527110415 大阪府 ヤマトミシン製造株式会社

縫製に替わる溶着接合を目的とした繊維加工技術の研究開発
商工組合中央金庫
と試作期間の短縮

2527110418 大阪府 大和合成株式会社

Ｘ線検査装置活用による衝突安全部品の開発

2527110420 大阪府 株式会社松崎

オーダー紳士服製造工程システム化による販路拡販並びに技
森 芳人
術者の育成と伝承

2527110421 大阪府

山本電機インスツルメント株式
超高感度小型静電容量変換器及びセンサーの開発
会社

ＡＧＳ税理士法人

池田泉州銀行

堺商工会議所

池田泉州銀行

2527110423 大阪府 ニッパテック株式会社

最新式「門型研削加工専用機」の導入による最高水準ナイフの 関西経営コンサルタン
製作
ト事業協同組合

2527110425 大阪府 株式会社箱崎金型製作所

大型研磨機導入による生産プロセス構築および品質の安定化 土本拡美

2527110426 大阪府 オーエムジー株式会社

新規開発ホウケイ酸塩系赤外線吸収ガラスの量産試作と品質
改善

2527110429 大阪府 木ノ本伸線株式会社

高溶接継手効率を実現する難燃性マグネシウム合金ＭＩＧ溶接
東大阪商工会議所
ワイヤの生産プロセス改善

2527110432 大阪府 羽衣電機株式会社

品質向上・作業の効率性を考慮した圧延方式による成形機開
発計画

紀陽銀行

2527110434 大阪府 株式会社須藤製作所

建設機械業界向けを想定した、様々な立体的な曲げの製品の
試作開発

株式会社ダイワマネジ
メント

2527110435 大阪府 小倉サンダイン株式会社

住宅パッシブ化（ＯＳＤⅢ）工法開発によるスマート＆ヘルスケア
商工組合中央金庫
ハウス提供サービス

2527110436 大阪府 Ｂａｘ株式会社

多様化するメディカル・介護用品部材の新商品試作開発と小ロ
大阪信用金庫
試作

2527110437 大阪府 茨木ナミテイ株式会社

金型の１００％内製化によるネジ特殊部品の製造納期の４０％
削減事業

商工組合中央金庫

2527110439 大阪府 富士発条株式会社

ＮＣ太物コイリングマシン導入による高精度量産加工の実現

京都信用金庫

2527110441 大阪府 株式会社スイーツラボ

手作り冷凍ケーキ 全国宅配システム構築による商量の拡大、
杉本 和裕
生産効率の改善への取り組み

2527110443 大阪府 株式会社西海建設

小型形鋼複合機（鋼材の切断・孔あけ）の導入

2527110444 大阪府 株式会社中島重久堂

デザイン・デッサン専用樹脂製携帯用鉛筆削り器の開発及び生
株式会社クリエイション
産

6／8

N総合会計

和泉商工会議所

受付番号

都道
府県

申請者名称

事業計画名

認定支援機関名

2527110450 大阪府 株式会社北畠特殊金属

超高強度極細線ステンレスワイヤーの直線加工技術の開発

東大阪商工会議所

2527110451 大阪府 ＭＳＲ株式会社

超薄金属箔への高精度スリット加工技術の確立

ジャスト会計事務所

調剤薬局を対象とした薬の一包化機器及び袋資材の提供

商工組合中央金庫

2527110454 大阪府 レッキス工業株式会社

耐密性に優れた配管用テーパねじ加工機の開発

大阪商工会議所

2527110455 大阪府 楠本技研株式会社

工業用ブラックダイヤモンドを使用した装飾品の試作開発事業

鈴木 和宏

2527110461 大阪府 株式会社万福

ハイブリット給食Ｒ（中学校向け）の増産体制によるボトルネック
商工組合中央金庫
の解消

2527110462 大阪府 株式会社山本金属製作所

精密曲げ加工技術による高強度ロボットフレーム製造体制の構
高砂会計事務所
築

2527110463 大阪府 日本スーパー工業株式会社

ハードディスクの高機能化・軽量化に資する高精度新形状ヨー
クの試作開発

2527110465 大阪府 星和ロジテム株式会社

優れているが日の目を見にくい製品を、クラウド上でマッチング 井上大輔税理士事務
させる事業の実施
所

2527110467 大阪府 株式会社ヤナギ

加圧せん断方式を採用したマイクロバブル発生装置の高処理
版の試作開発

髙津拓也税理士事務
所

2527110469 大阪府 株式会社仲井軸受製作所

ベアリング製造設備の改善による、品質面とコスト競争力の向
上

第三銀行

2527110473 大阪府 デリケア株式会社

減塩 高齢者向けの真空包装加工食品の試作開発

安田 有一

2527110474 大阪府 東洋硝器株式会社

つぶして重ねてコンパクトに廃棄できるプラスチックボトルの開
発

京都信用金庫

2527110475 大阪府 ナビタス株式会社

プラスチック成形品の２次加飾で、脱溶剤・脱廃液の新工法と廃 髙橋修司税理士事務
材リサイクル装置の開発・試作
所

2527110477 大阪府 株式会社鈴木製作所

超精密ＮＣ旋盤導入によるワンストップ強化

2527110479 大阪府 大善株式会社

部分的な密度変化を持たせた新規デザインタオルの開発・試作 池田泉州銀行

2527110480 大阪府 オーアイテック株式会社

既存製品の増産並びに、新規製品の開発及び量産化のための
紀陽銀行
設備投資計画

2527110484 大阪府 有限会社マコト化成

新型射出成形機導入によるプラスチック製品の生産性向上・低 株式会社エフアンドエ
コスト・短納期化計画
ム

2527110490 大阪府 豊栄金属工業株式会社

精密測定器導入により車載用電池部品の誤差発生要因を把握
北おおさか信用金庫
し、部品信頼性を向上し受注拡大する。

2527110453 大阪府

2527110492 大阪府

日進医療器株式会社
株式会社セイエー

ジャスト会計事務所

紀陽銀行

ワム・システム・デザイン株式 カラーバーコードと顔画像による食品製造等における人員管理
ヒューリットＭＦ
会社
システムの開発

2527110499 大阪府 株式会社イシダ印刷

超低価格小ロット冊子「大学・小規模事業者向け」

近畿大阪銀行

2527110500 大阪府 株式会社北螺子製作所

高品質なネジを低コストで生産するための最新の転造圧チェッ
カーの導入

阿波銀行

2527110501 大阪府 株式会社ナカキン

非接触ラインレーザ測定による金型製作プロセス強化

池田泉州銀行

2527110502 大阪府 株式会社ナカハシ

革新的な革素材を用いた多品種かつ短納期でのハンドバッグ
製造事業計画

堂本 道信

2527110505 大阪府 前田印刷紙工株式会社

ＵＶ印刷による環境負荷低減と高付加価値を両立した新しい印
阿波銀行
刷技術の確立と試作開発

2527110506 大阪府 協進電機株式会社

圧縮耐荷重型支持碍子開発および碍子金具量産に向けた設備
大阪シティ信用金庫
導入計画

2527110508 大阪府 株式会社大阪ＴＹＳ

高効率・低コストの養鶏用ガス暖房器の開発と一貫生産体制の
京都信用金庫
確立

2527110516 大阪府 株式会社クニムネ

特別に機動的なソフトウェア活用の製販体制の抜本的改革

下河内邦彦

2527110517 大阪府 アイセル株式会社

高速回転時の静音・低振動を実現する軸継手の試作・開発

泉南市商工会

2527110521 大阪府 吉川化成株式会社

小スペース・省エネルギー新成形加工システムの構築

近畿大阪銀行
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2527110522 大阪府 ダイワ工業株式会社

孔明け加工における生産性と品質安定性向上のための設備導
和泉商工会議所
入

2527110527 大阪府 三田理化工業株式会社

乾式母乳低温殺菌装置の開発

寄田公認会計士事務
所

2527110528 大阪府 シャープ化学工業株式会社

塗料業界を凌駕するシーリング材の革新的な納品システムの
構築

池田泉州銀行

2527110529 大阪府 山本特殊鋼株式会社

継目無ステンレスパイプ切断品の品質強化と生産性向上

近畿大阪銀行

2527110534 大阪府 三恵工業株式会社

レーザー加工機及び生産管理システム導入による付加価値力
北陸銀行
の強化

2527110536 大阪府 圓井繊維機械株式会社

骨再生用多孔質チタン三次元編物の開発

2527110537 大阪府 山崎ＴＥＣＨ株式会社

金型鏡面研磨（ラッピング）の無人化・機械化による生産効率の 田窪公認会計士事務
向上
所

2527110538 大阪府 共和電機工業株式会社

太陽光発電設備部品加工の生産能力向上と業務効率化

近畿大阪銀行

2527110539 大阪府 株式会社藤野鉄工所

精密研削技術の高度化による世界最幅狭の高負荷容量複列
玉軸受の試作開発

池田泉州銀行

2527110542 大阪府 株式会社イクロス

生チップを効率良く燃焼させるチップ焚き小型燃焼炉の開発

紀陽銀行

2527110544 大阪府

オーエムカラーコピー株式会
社

東智之税理士事務所

立体物スキャナーの活用による、３Ｄカラーコピーシステムの開
大阪商工会議所
発

2527110546 大阪府 株式会社システムサポート

高圧分散微粒化（リポソーム生成）装置における小型増圧ポン
プの試作・開発

2527110550 大阪府 株式会社ピカキュウ

自社独自の自動車用照明部品（ＬＥＤ球）の開発及び生産技術
大阪信用金庫
の確立

2527110558 大阪府 マテックス株式会社

小型高効率汎用遊星歯車変速装置の開発

2527110559 大阪府 岩田硝子工業株式会社

横式低アルカリ・バイアル瓶成型２ラインの性能向上及び、多品
商工組合中央金庫
種小ロット生産に対応

2527110561 大阪府 睦工業株式会社

油圧によりバッテリ充電を行う『油圧回生エネルギーシステム』
の試作開発

2527110562 大阪府 株式会社小林商会

新規受注のためのインサートロボット及び高性能磁場成形機の
大阪シティ信用金庫
導入による生産能力の 大幅増強と低価格化の実現

2527110563 大阪府 阪南鉄工株式会社

自動車用リブベルト等耐久試験機の生産拡大事業

2527110564 大阪府 ヨコタ工業株式会社

省コイルトルクセンサ内蔵ギヤレスアウターロータモータ式ケー
東大阪商工会議所
ブルレス電動工具の開発

2527110565 大阪府 タイユ株式会社

航空機部品に使用される難削材の加工に特化した加工油剤の
近畿大阪銀行
開発

2527110569 大阪府 加藤工業株式会社

超小型（卓上式等）のチョコレートテンパリング及びコーティング
りそな銀行
装置の開発

2527110574 大阪府 野田金型有限会社

航空機のエネルギー効率向上を実現する薄肉エルボ・Ｙピース
税理士法人はやぶさ
の試作品製造
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八尾商工会議所
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