平成２９年度補正

ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
大阪府採択案件一覧（228者）

２次公募
（受付番号順）

受付番号

都道府県

申請者名称

2927211622

大阪府

有限会社松山ライト製作所

4122002010259

高級化粧品容器に対応する高機能電動サーボ射出成形
大阪信用金庫
機の導入による生産向上計画

2927211625

大阪府

株式会社タイヤーサービスセンター

1120001012709

軽量・高機能な出張サービス装置の導入による顧客
サービスの向上

2927211626

大阪府

株式会社源邑光北野刃物製作所

9120001017345

新市場進出と売上増強を目指した生産性向上実現への
のぞみ信用組合
ＮＣルーター導入事業

2927211634

大阪府

株式会社カワムラ

4120101025046

多機能かつ生産性に優れた最新型ワイヤ放電加工機の
大阪シティ信用金庫
導入による競争力の強化

2927211636

大阪府

有限会社中村工業所

7120002075609

海外品からの切替え受注を機に受注継続の競争力と新
株式会社ダイワマネジメント
分野開拓力強化の為の設備導入

2927211637

大阪府

興和精工株式会社

2120101026533

高精度が求められる産業用ロボット部品の生産体制の
大阪府商工会連合会
確立

2927211638

大阪府

株式会社光彩

5120002054143

「Ｖカット裁断技術」の内製化による、紙加工品の高
大阪信用金庫
付加価値化

2927211639

大阪府

株式会社フジリュウ

9120001039769

短納期化・低コスト化の実現による革小物製品の新製
檜垣典仁
品開発計画

2927211641

大阪府

大阪印刷工業株式会社

8122001018027

ワークフローシステムの導入による利便性向上と顧客
尼崎信用金庫
シェアの拡大

2927211644

大阪府

有限会社旭精機

6122002013029

ファクトリー・オートメーションの促進に寄与する金
シェアビジョン株式会社
型製造の生産性向上計画

2927211647

大阪府

キャビテック株式会社

2122001001888

自動金型研磨装置の導入による製品加工精度の改善と
嶋田新一
予防保全の実現

2927211648

大阪府

室本鉄工株式会社

8120001150790

フライス加工の熟練技術の形式知化による替刃製作に
大阪シティ信用金庫
かかる短納期生産体制の実現

2927211649

大阪府

株式会社アラック

9140001084540

エレベーター部品等の生産プロセス革新によるリード
株式会社エフアンドエム
タイム短縮の実現

2927211650

大阪府

長谷川精機株式会社

7120001150370

最新設備導入と自社開発刻印ユニットによる小型部品
株式会社京都銀行
の生産性と良品率の向上

2927211652

大阪府

株式会社松本製作所

1120901008467

高性能サーボプレスによる燃料電池用フィルム高精密
北おおさか信用金庫
量産体制の構築

2927211655

大阪府

株式会社インバスケット研究所

9120101028762

Ｗｅｂシステムによる記述式答案の自動採点と評価基
宮本和雄
準の変更機能

2927211656

大阪府

松勢鋼材株式会社

9122001020122

革新的高送りフライス盤導入によるフライス工程の生
株式会社南都銀行
産性向上と受注拡大

2927211657

大阪府

株式会社西尾技建

5120001145208

狭小地の地盤改良工事におけるＩＯＴ化自動施工シス
株式会社池田泉州銀行
テムの実現・導入

2927211658

大阪府

株式会社オム印刷

4120101021417

最新デジタル印刷機導入による高品質商品の生産と時
株式会社紀陽銀行
短による経営力向上事業

2927211660

大阪府

光鋳材株式会社

7120101005895

輸入鋳物の成分分析サービスと中小鋳物工場への成分
株式会社りそな銀行
分析サービスの拡充。

2927211662

大阪府

株式会社伸和製作所

1120001151804

船舶用次世代高効率ディーゼルエンジン向けコア部品
京都信用金庫
の製造技術開発事業

2927211663

大阪府

マツヤマ電機株式会社

6120901010039

自動ビスはめ機導入による人手不足の解消と顧客への
税理士法人ＳＡＴ
短納期対応及び生産性向上

2927211664

大阪府

和田八蒲鉾製造株式会社

8120001123904

ＩＴ機能表示付き包装機導入による練製品の生産体制
大阪信用金庫
の構築

2927211665

大阪府

協和鉄工株式会社

7122001018275

重量車両のエアサス金属部材を、高品質に深絞りする
株式会社りそな銀行
ための大型油圧プレス機の導入

2927211667

大阪府

サナダ精工株式会社

7120101031545

音声ピッキングシステム導入により、ピッキング工程
森下勉
の改善による生産性向上計画

2927211668

大阪府

有限会社あずま木工

5120102012199

エッジバンディングマシン導入による小口の品質安定
株式会社池田泉州銀行
化と量産体制の確立

2927211670

大阪府

株式会社荒木製作所

2120001148997

３Ｄスキャナーを用いた成形品測定と設計のデータ自
株式会社京都銀行
動比較検証で短納期・低コスト化

2927211671

大阪府

扇港樹脂工業株式会社

3120001147065

製造工程の見直しとそれに伴う品質向上、生産体制拡
京都信用金庫
大

2927211672

大阪府

株式会社三協スプリング製作所

3120001098044

大型冷間成形ばね生産能力向上のための連続式熱風テ
株式会社池田泉州銀行
ンパー炉の導入

2927211673

大阪府

有限会社シグマ工芸

8120902008682

大型部品・厚物部品の大量受注に対応するための生産
北おおさか信用金庫
性向上計画

2927211675

大阪府

東洋ブリキ印刷株式会社

1122001015666

ブリキ缶印刷加工のデジタル管理による生産性向上の
株式会社紀陽銀行
実現

2927211677

大阪府

有限会社和光化学

3122002002744

短期的な収益性の確保・向上の継続と将来を見据えた
株式会社ダイワマネジメント
高難度成形技術の確立

2927211678

大阪府

株式会社阪倉シャーリング

4120101032091

発電機事業の拡充に向けた高精度なせん断技術向上に
株式会社商工組合中央金庫
よる短納期化の実現

2927211679

大阪府

成光精密株式会社

5120001124871

６インチＮＣ旋盤導入による高度加工体制の高度化と
株式会社紀陽銀行
低コスト体制の両立

2927211680

大阪府

美秀印刷株式会社

5120001057898

伝票印刷方式のデジタル化に伴う生産性向上、高品質
尼崎信用金庫
による差別化事業計画

2927211681

大阪府

株式会社グリーンパッケージ

8120901009302

段ボール製品加工における短納期化と高精度サンプル
株式会社りそな銀行
提供による競争力強化事業

2927211682

大阪府

大阪食品株式会社

9120901018178

病院食の患者に合せた革新的個別化献立作成・材料受
安田有一
発注システム

2927211686

大阪府

三元ラセン管工業株式会社

3120001014967 耐久性を追求した超深絞り薄肉成型ベローズの開発

2927211688

大阪府

松本製菓株式会社

8122001022342

包装機によるテトラ包装の実現とボトルネックの解消
大阪シティ信用金庫
による顧客対応力強化

2927211689

大阪府

株式会社キムラテック

8122001001932

半導体向けガラス繊維巻取機用大型部品の高精度化・
永和信用金庫
量産化計画

2927211691

大阪府

株式会社Ｄｅｎｔａｌ
Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ

8120901016538

臨床経過の保存や身元確認などに貢献するマッチング
アルタス・パートナーズ合同会社
システム開発

2927211693

大阪府

株式会社田中科学

2120001049980

不良品「０」、新製品量産化を可能とする生産プロセ
合同会社繁盛マネジメント舎
ス改善の取り組み

2927211697

大阪府

株式会社飯田製作所

4120001001460

精密穴位置加工技術の自動化による鋳物加工部品の供
尼崎信用金庫
給量増大計画

Ｄｉｇｉｔａｌ

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

株式会社商工組合中央金庫

株式会社近畿大阪銀行

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2927211698

大阪府

シード株式会社

3122001003033

2927211699

大阪府

株式会社東和化成工業所

6122001005167

2927211700

大阪府

林建設株式会社

2927211702

大阪府

ベンディング・テクノ福井有限会社

2927211703

大阪府

株式会社エスファクトリー

6120901030359

固定管自動溶接機による極低温配管の高品質化と生産
北おおさか信用金庫
力拡大

2927211707

大阪府

株式会社エイジング

7120001011812

顧客の要望する紙・色を実現したサンプル提供による
大阪シティ信用金庫
事業の拡大

2927211710

大阪府

イハラ部品工業株式会社

2122001017744

高品質な炭素繊維の巻き取りを可能にする特殊シャフ
立野靖人
トの製造開発

2927211712

大阪府

株式会社吉村熔接所

8122001008317

金型の溶接割れ・歪みによる受注断念「０」を実現す
大阪商工会議所
る生産プロセスの改善

2927211715

大阪府

株式会社日本プレス

4120001040665

小型精密ピンシリンダーキー技術部品の加工設備導入
尼崎信用金庫
による生産性向上

2927211718

大阪府

株式会社リビエール

1120101024174

高級レディスパンツ生産自動化による生産性の向上及
株式会社池田泉州銀行
び生産能力ＵＰ

2927211719

大阪府

昭和工業株式会社

4120001154184

対象部品や生産能力を拡大した工業用ブラシ自動植毛
経営創研株式会社
装置の開発

2927211720

大阪府

トキワ精機株式会社

8120101037211

超精密ブロック金型製造の一貫生産体制構築による生
株式会社商工組合中央金庫
産性向上事業

2927211722

大阪府

有限会社中製作所

9122002014429

多目的高性能最新型ＮＣ旋盤導入で生産性大幅向上し
株式会社紀陽銀行
高機能品受注拡大

2927211723

大阪府

株式会社ｋｈｒｏｎｏｓ

1120001133570

学生、大学、企業をつないだＡＩ搭載の新卒・第二新
森下勉
卒採用サイトの作成

2927211724

大阪府

坂本精工株式会社

2122001018560

最新鋭測定機導入で品質体制を充実し短納期を実現、
八尾商工会議所
また新刃具開発を促進

2927211725

大阪府

株式会社阿部

7122001000398

高い機能と安全性が求められる食品機械の生産性向上
シェアビジョン株式会社
計画

2927211726

大阪府

有限会社フジムラ

8122002017259

ＮＣ細穴放電加工機の導入による高精度、短納期、生
京都信用金庫
産性向上の実現

2927211731

大阪府

誠和産業株式会社

5122001018921

防水性・耐久性に優れたガススマートメーター部品の
大阪シティ信用金庫
量産体制の構築

2927211732

大阪府

丸楽紙業株式会社

5120001090197

印刷業のデジタル化による紙需要の変化に対応する紙
株式会社池田泉州銀行
加工販売の革新

2927211734

大阪府

米田精工株式会社

8122001008333

環境に配慮した給湯暖房システムのステンレス製部品
ＭＧＳ税理士法人
の安定供給の実現

2927211736

大阪府

株式会社加貫ローラ製作所

7120001017140

レーザー加工機による各種ローラへの特殊表面加工技
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
術の確立

2927211738

大阪府

株式会社トーホー

7122001019414

ＵＶプリンタと二次曲面熱転写装置導入による多品種
大阪シティ信用金庫
量産体制の確立

2927211739

大阪府

三立電機株式会社

7120001147937

最新型家庭用ゲーム機のソフトカートリッジに即した
北大阪商工会議所
高速自動組立ラインの構築

2927211741

大阪府

有限会社ダイユウ産業

5120002008330 ＣＮＣ旋盤活用による生産プロセス革新計画

2927211742

大阪府

株式会社カジテック

9120001157249

2927211743

大阪府

Ｚｅｒｏｂａｓｅ

2927211744

大阪府

今井工業株式会社

5120101000849

生産管理システム導入による、アルミ製品製造の生産
株式会社近畿大阪銀行
性向上

2927211745

大阪府

株式会社サンプラテック

1120001064428

ｉＰＳ細胞培養を省力化、簡単にする、閉鎖系灌流培
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
養ユニットの開発

2927211750

大阪府

株式会社三宅熔工

9120101034595

最新式遠隔操作クレーンの導入による大型工業機械の
シェアビジョン株式会社
需要増への対応

2927211751

大阪府

株式会社羽車

1120101025577

刷り込み印刷の設備変更による品質と生産性の向上を
堺商工会議所
実行する

2927211752

大阪府

横山機工株式会社

6120001036810

半導体・ロボット業界向け画像検査装置にかかる構成
村井愛
部品の開発

2927211753

大阪府

近藤電子株式会社

6120001159504

位置補正認識カメラと知能ドライバー制御で２４時間
枚方信用金庫
稼動を実現

2927211754

大阪府

株式会社因幡電機製作所

3122001020755 光学シミュレーション導入による開発プロセスの革新 大阪商工会議所

2927211756

大阪府

株式会社ディスクジャパン大阪

7120101050909

デンチャー製造が難しい残存歯に対する新製造方法の
松永智子
開発

2927211759

大阪府

橋本工機株式会社

1120001018482

生産管理システム導入によるマシンキーの短納期、低
ＭＧＳ税理士法人
コスト、増産事業

2927211769

大阪府

株式会社上原

3120001188497

飾り切り野菜の生産性を上げ、端材を活用した新製品
株式会社池田泉州銀行
生産システムの構築

2927211772

大阪府

古林工業株式会社

5120001004215

精密高速切断機導入と生産工程改善による配管金属部
株式会社三井住友銀行
品の競争力強化

2927211773

大阪府

田中電機工業株式会社

8120001156193 バレルめっき取り出し工程のロボット化事業

2927211774

大阪府

エーアールファクトリー有限会社

3122002013246

2927211776

大阪府

株式会社山崎

9120101007493 ガントリーローダ付ＣＮＣ旋盤導入による生産性向上 株式会社三井住友銀行

2927211777

大阪府

三協テック株式会社

6122001002718

コンクリート型枠工事用カラーＰコン・畜光Ｐコンの
横山昌司
試作・製造事業

2927211778

大阪府

株式会社右田製作所

8120101033978

冷間鍛造による極細材料深絞鍛造技術の確立とその量
株式会社南都銀行
産体制の構築の実現

2927211780

大阪府

株式会社前田金型製作所

4120002065744

マシニングセンタ導入によるグラビティ鋳造用金型の
大阪シティ信用金庫
高精度化及び短納期化生産体制の確立

2927211781

大阪府

株式会社をくだ屋技研

9120101021404

最新型切削加工機を導入し荷役運搬機器の開発製造販
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
売力を強化

生産設備の機械化・自動化と外注工程の内製化による
大阪シティ信用金庫
生産性の向上

高性能射出成形機導入によって実現する生産性向上・
株式会社日本修身経営
提案力強化の取組
３Ｄプリンタを用いたデザインの検討と溶接技術の高
8120001148505 度化によるアスファルトデザイン舗装用和風スチール 株式会社紀陽銀行
テンプレートの開発
他社ではできない曲げの難加工技術と機械導入による
5120002044920
北おおさか信用金庫
売上増大事業

大阪シティ信用金庫

半導体のシリコンウェハーの高精度生産に寄与するプ
シェアビジョン株式会社
レート部品等の生産性向上計画
高性能全自動加工機導入による加工能力拡大と生産性
株式会社池田泉州銀行
向上

横山昌司

多品種少量パッド印刷適用範囲の拡大と労働環境改善
大阪信用金庫
を備えた印刷設備の導入

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2927211783

大阪府

株式会社ダイモン

2927211785

大阪府

株式会社坂本金型工作所

2927211786

大阪府

株式会社榎屋

9120901022171

ＵＶインクジェットプリンタ導入による高付加価値オ
大阪信用金庫
ルゴールの製造販売

2927211793

大阪府

株式会社奥野精密工業

8120101035090

小型部品の効率的な生産体制の構築による事業領域お
株式会社紀陽銀行
よびユーザーの拡大

2927211796

大阪府

株式会社辻工作所

2120101051845

新型ショットブラスト機導入による生産性向上と作業
株式会社池田泉州銀行
環境の改善

2927211799

大阪府

有限会社淡路精工

9120002072117

次世代照明器具向け順送金型の高精度化及び短納期化
京都信用金庫
製造体制の構築

2927211801

大阪府

ラベルック株式会社

1120001019860

独自技術を駆使した海外輸出向け日本酒のセキュリ
ティーラベル製造開発事業

2927211802

大阪府

株式会社トレンドゲート

7120001169527

デザイン力、印刷技術を生かした新しいネイル商品開
若松敏幸
発

2927211803

大阪府

ダイ精工

2927211804

大阪府

神野織物株式会社

8120901006860

オリジナル製品の受注・発注・請求業務効率化のシス
横山昌司
テム導入事業

2927211812

大阪府

有限会社エーエス

6122002010174

最新設備導入によって実現する釣り用ルアーの一貫生
株式会社日本修身経営
産体制の構築

2927211813

大阪府

株式会社デジック

2122001019344

生産管理システム導入でリードタイム短縮と品質記録
八尾商工会議所
と見える化を実現

2927211815

大阪府

下野精密株式会社

1120901000993

マシニングセンタによる超硬合金の高精度３次元形状
株式会社京都銀行
加工の短納期化

2927211816

大阪府

株式会社ヱビス

7120001179328

高性能パイプベンダーと独自技術の融合による生産性
株式会社日本修身経営
向上と付加価値向上の取組

2927211817

大阪府

有限会社テクノ神明

4120102003380

高精度三次元測定機導入による提案力強化とニッチ戦
株式会社日本修身経営
略強化の取組

2927211818

大阪府

株式会社新生

4120001010016

基板外観検査装置の導入による品質安定化と小ロッ
ト・短納期生産の強化

2927211825

大阪府

株式会社大京精研

4120001156131

最新ベンダーを用いた訓練工でも出来る熟練曲げ加工
北おおさか信用金庫
技術の確立

2927211829

大阪府

紀陽食品株式会社

3120901010735

「超高水圧加工玄米」を用いて新製品開発を行いブラ
北おおさか信用金庫
ンド力を強化する

2927211831

大阪府

トワロン株式会社

8120101022064

被覆線加工機導入による結束線、支柱等の生産性向上
株式会社りそな銀行
と生産プロセス改善

2927211832

大阪府

株式会社三共合金鋳造所

7120001166474

３次元モデルデータを活用した高機能性鋳造部材の試
株式会社池田泉州銀行
作開発における高精度化ならびに迅速化

2927211833

大阪府

ファーストスピリッツ株式会社

5122001013930

高品質の乾式転写マーク印刷製造による卸売業から印
福田吾郎
刷業への移行

2927211837

大阪府

和研工業株式会社

8120001008989

ドローンにも使える ＣＡＮ通信基板を搭載した
小型ジョイ・スティック の試作

2927211838

大阪府

株式会社デバイスエージェンシー

9120001191363

法令改正に伴う無人フロント・スマートチェックイン
若松敏幸
機の開発

2927211842

大阪府

伊藤電機株式会社

1120901000168

窒素対応リフローによるハンダ付けの高強度化と生産
倉内貞敏
性向上

2927211844

大阪府

和泉フォーム株式会社

9122001000470

ロボットアームと自動裁断機の導入による業務用椅子
梅原清宏
製造プロセスの革新

2927211845

大阪府

ホウユウ株式会社

2120101006262

最新型プリンタ導入による「もずふるサブレ」を中心
堺商工会議所
とした地域社会への貢献事業

2927211846

大阪府

テクノグローバル株式会社

2122001022414

低価格、高性能な重金属含有量測定装置の製造プロセ
株式会社近畿大阪銀行
ス内製化事業

2927211849

大阪府

Ｍａｔｓｕｄａ
ｎｃｅ

2927211851

大阪府

株式会社ＮＳＣ

1120901025082 ガラス貫通ビア加工の高生産性量産技術の開発

2927211853

大阪府

株式会社渕登製作所

1120001147199

ＣＮＣマシニングセンタの導入による生産力増強及び
島本昌一
販売の多角化計画

2927211855

大阪府

株式会社福島珈琲

6120001194922

最新鋭焙煎機導入によるスペシャルティコーヒー豆の
株式会社近畿大阪銀行
高品質・高効率生産体制の確立

2927211857

大阪府

株式会社戸冨

9120001024498

レーザー溶接機導入による高精度溶接加工と生産性向
尾中寿
上体制の確立

2927211859

大阪府

株式会社廣川

3120001004175

設備導入による佃煮工場の製造効率と労働環境の向上
西和弘
及び新規商品開発体制の整備

2927211861

大阪府

大石金属工業株式会社

9122001001163

ハイブリッド自動車等の部品の普及拡大に伴う、金型
笠原努
部品製作の生産プロセス改善・増産計画

2927211872

大阪府

旭化工株式会社

1122001000197

「高効率断熱プレス機」導入に伴うテーパーローラー
畑俊雄
生産のプロセス革新

2927211874

大阪府

株式会社新光精機

6122001003220

高精度三次元測定機導入による複雑形状の精密加工部
大阪シティ信用金庫
品の受注拡大

2927211878

大阪府

株式会社クリカラ

6120101038095

長尺品対応自動溶接ライン導入による溶接能率の飛躍
大阪信用金庫
的向上と、新分野への事業展開

2927211880

大阪府

津田デンタルクリニック

2927211884

大阪府

株式会社堀木工所

2927211887

大阪府

株式会社岩本モデル製作所

2927211891

大阪府

株式会社谷金属製作所

2927211892

大阪府

マイテック株式会社

5120101040911

試作開発した革新的レピアテープの多数量対応及び競
山本高久
争力強化の実現

2927211893

大阪府

株式会社乾製作所

6120001000130

現在及び将来の市場ニーズに対応するための生産体制
株式会社ダイワマネジメント
と大型部品加工技術の確立

2927211895

大阪府

ハードロック工業株式会社

1122001005881

建築関係の大径ねじの緩み評価を国際基準で可能にす
株式会社商工組合中央金庫
る試験設備の導入

金属プレス加工にサーボプレス機と画像寸法測定器を
5120001035549 導入設置することで、自動車部品の生産性と売上・利 株式会社コムラッドファームジャパン
益の向上を図る
次世代自動車製造に貢献する高性能射出成形金型の高
1120001149609
株式会社商工組合中央金庫
精度高効率加工技術開発事業

永和信用金庫

ＣＮＣ自動旋盤の導入による金属・樹脂製部品の２ラ
大阪シティ信用金庫
イン生産体制確立

Ｏｒａｌ

Ａｐｐｌｉａ

中島幸子

超

耕泰一郎

デジタルデータ活用した作業標準化による、義歯製作
河合由紀子
分業体制の構築
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

インバウンド需要を取り込む訪日外国人向け革新的歯
山本高久
科治療サービスの展開
高周波枠組み接着機導入による木箱等の新規商品開発
株式会社南都銀行
と生産性向上
３Ｄ／ＣＡＤ／ＣＡＭシステム及び干渉チェックシス
4120001147411 テム導入による生産性向上とコストダウンへの取り組 ＫＶＩ税理士法人
み
製品検査の「スピードアップ」「はん用化」「精密
9122001004595
のぞみ信用組合
化」を実現する画像寸法測定器導入計画
1120101038430

受付番号

都道府県

申請者名称

2927211896

大阪府

旭ゴム株式会社

9120001040933

３次元測定機導入による卸売業に対するメーカー機能
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行
の付加と更なる発展

2927211902

大阪府

株式会社光永鋳造所

8120001049595

製造プロセス技術の高度化を通じて、製品の高付加価
大阪シティ信用金庫
値化を実現する。

2927211903

大阪府

株式会社シー・エス・ジー

7122001003203

電気絶縁材の加工自動化による革新的効率と、ばらつ
尾中寿
き精度向上

2927211905

大阪府

株式会社とらや

2120001018242

自動充填装置の導入による価格競争力向上と障害者就
大阪信用金庫
労支援の拡大

2927211906

大阪府

ＡｅｒｏＧ

3120001173268

開発済ハイブリッドドローン（国内初）における生産
大阪信用金庫
能力向上の実現

2927211907

大阪府

ブレインアルミ株式会社

1120101052927

大型ＮＣ加工機の導入による大型部品対応と生産能力
大阪信用金庫
および加工精度の向上

2927211911

大阪府

株式会社マルタケ製作所

1120001021742

金属パイプ加工一貫ラインの強化による、加工精度と
大阪信用金庫
能力の拡大

2927211913

大阪府

株式会社大喜金属製作所

2120001020784

高剛性一体構造１６０ｔｏｎストレートサイドプレス
株式会社池田泉州銀行
機の導入による金属成形品の表面品質の劇的向上

2927211915

大阪府

株式会社イワサキ

6120001030292 簡易操作塗装ロボット導入による塗装工程合理化

2927211916

大阪府

共栄合金鋳造株式会社

7122001001941

生産性向上・短納期化を実現する金型投資により新た
株式会社日本修身経営
な販路開拓を目指す

2927211918

大阪府

株式会社なにわ木工

1120001172206

木製家具の加工の高速化、高精度化、標準化による量
税理士法人土肥会計事務所
産体制構築

2927211921

大阪府

株式会社門脇製作所

9120901009210

汎用フライス盤導入とマシニングセンタとの加工分担
北おおさか信用金庫
による生産性向上

2927211922

大阪府

株式会社名入れ製作所

5120001164141

独自のＷＥＢ受注システムによる環境配慮新素材を使
ＢＴＪ税理士法人
用した印刷物の提供

2927211924

大阪府

有限会社栄金属製作所

1120002064682

加工工程のバランス最適化による、店舗什器用部品の
永和信用金庫
生産性向上

2927211925

大阪府

株式会社アクト印刷

6120901010518

検査機と連動機器導入による、生産プロセス改善と市
山本慎二
場競争力強化

2927211928

大阪府

株式会社関西遠心分離機製作所

9120001034695

高精度加工による抵抗の少ない高回転用ローターの開
尼崎信用金庫
発

2927211929

大阪府

ベッツトラスト株式会社

2120101048081

「遠隔画像診断サポートシステム」の本格運用による
株式会社池田泉州銀行
顧客サービスの向上

2927211931

大阪府

株式会社ウエ・ルコ

3120001060994

「何かをボール化する技術」の確立により経営力の向
市川欽一
上をはかる

2927211934

大阪府

マッスル株式会社

1120001097691

ロボット開発の生産性向上に対応した３Ｄ関連設備導
株式会社池田泉州銀行
入による事業拡大

2927211935

大阪府

株式会社ワイメックス

4122001016868

「品質の見える化」と「リバースエンジニアリング」
髙砂吉孝
事業体制構築

2927211937

大阪府

国陽電興株式会社

2122001002639

クラウドシステムを用いた受注出荷管理システム導入
八尾商工会議所
による生産性向上

2927211938

大阪府

光精工株式会社

2122001006029

加工現場のＩｏＴ⇒見える化（リアルタイム稼働状況
株式会社商工組合中央金庫
把握）⇒休日増し

2927211939

大阪府

株式会社今井信二鉄工所

5120001011731

高精度ＮＣフライス盤導入によるベアリング製造装置
荒井裕貴
の生産体制強化計画

2927211940

大阪府

フタバフォーム印刷株式会社

4122001006373

需要の高まる外三つ折圧着はがきの加工機導入と生産
阿波良朋
工程改善

2927211943

大阪府

有限会社プラスワン

3122002014681

歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭシステムを活用した高精度義歯
八尾商工会議所
の作製と生産効率の向上

2927211944

大阪府

株式会社高速オフセット

9120001063629

紙面検査装置導入による生産能力強化及びフリーペー
株式会社みなと銀行
パー受注拡大による生産性の向上

2927211948

大阪府

株式会社ヒサノ

7120101023955

複合ボーリングマシン導入による建材加工の生産能力
大阪信用金庫
アップの取組

2927211953

大阪府

大丸鋼材株式会社

1120001045015

ロケット用部品量産ニーズ対応のための専用金型の導
株式会社池田泉州銀行
入

2927211955

大阪府

有限会社永田食品

3120902019263

オリーブオイル仕様の「ハラール対応・海老てんぷ
ら」の専用・個食包装機導入事業。

2927211960

大阪府

マルトミプレス株式会社

9120001004343 新設備の導入による生産性の向上と新製品の製造

2927211962

大阪府

ストロング金属株式会社

1122001003720

自動包装機導入による生産能力増強と新規市場への進
大阪商工信用金庫
出

2927211963

大阪府

フタバ紙器株式会社

3120001010883

紙器パッケージ加工における短納期化と高品質製品提
株式会社りそな銀行
供における競争力強化事業

2927211967

大阪府

株式会社溝田ダイカスト

9120101006883

３次元ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した新発想金型の実現計
株式会社共立コンサルタント
画

2927211969

大阪府

広洋印刷紙器株式会社

1122001002474

最新グルーガン＆ＡＩ検査機導入による売れるパッ
ケージ製造ラインの構築

2927211970

大阪府

共進金属工業株式会社

3120001020040

高性能シャーリングマシン導入による生産性向上と付
株式会社日本修身経営
加価値向上の取組

2927211972

大阪府

ファンファクトリー株式会社

4120901037546

超精密切削機導入による看板製作、看板市場の高付加
木村典嗣
価値化事業

2927211977

大阪府

株式会社トーヨー

5122001019416

最新鋭曲げプレス導入で顧客の増産要望に対応、同時
大阪商工信用金庫
に生産体制を改革

2927211978

大阪府

株式会社オーミヤ

8122001001437

ソリューション・ライン設備の独自開発で、高品質な
京都信用金庫
半田付けの量産体制を実現

2927211979

大阪府

株式会社石野

1120001074476

コンピュータ制御された紙折機導入により多能工化と
株式会社近畿大阪銀行
生産性向上を図る。

2927211981

大阪府

アイワ鋼管株式会社

4120101051141

鋼管の角度切り自動化・高度化によるＦＡ業界向け量
株式会社名古屋銀行
産体制の構築

2927211982

大阪府

有限会社高田紙工所

3120002060333

高まる顧客要求に対してブランキング加工の自動化に
尼崎信用金庫
よる新たな生産体制構築事業

2927211994

大阪府

八田クラフト株式会社

4120101053121

大型ワイヤ放電加工機導入による特殊冷却フィルター
荒井裕貴
の生産技術確立計画

2927211999

大阪府

株式会社ヒューテック

5120001138806

精密切削部品の全品保証を可能とする習熟レス検査シ
大阪シティ信用金庫
ステムの開発

2927212005

大阪府

株式会社浅尾敷物

4120101000255 新設備の導入による生産能力と衛生環境の向上

Ｌａｂｏ株式会社

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

税理士法人山下総合会計

豊中商工会議所
森下勉

株式会社近畿大阪銀行

尼崎信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2927212007

大阪府

株式会社ＴＲＳ

7150002011412

３Ｄ測量システム・自動制御装置導入による整地作業
山本文則
の精度と生産性の向上

2927212014

大阪府

株式会社Ｊ－ＡＲＭ

9120001131451

再生医療用の幹細胞高機能化オールインワン培養キッ
株式会社池田泉州銀行
トの開発

2927212018

大阪府

株式会社アイエヌジー

7120001185350 特許製品「スマートペーパー」によるＵＶ印刷革命

2927212026

大阪府

株式会社アイキャット

7120001110606

2927212027

大阪府

ラポール北浜歯科

2927212031

大阪府

日本スリッター工業株式会社

9120901011728

2927212034

大阪府

有限会社川上製作所

9120102015157 遠心力充填ローラー「新ベルクリンシステム」の開発 株式会社共立コンサルタント

2927212035

大阪府

はた歯科クリニック

2927212045

大阪府

株式会社研美社

4120001023232

2927212046

大阪府

タカムラ株式会社

8120001045173 ドリップ・パック・コーヒーの内製化

2927212047

大阪府

株式会社西川商店

8120001039489

形状・素材を問わない縫製技術の確立による高品質な
原昭太
日本製鞄の開発

2927212051

大阪府

石田エンジニアリング株式会社

9120001034266

内作加工の高度化によるメンテナンス事業の顧客対応
株式会社ゼロプラス
力向上と外販事業の拡充

2927212054

大阪府

黒島デンタルラボ

2927212061

大阪府

株式会社宝文社

5120001070257

小ロット・短納期対応と増産対応の両立による特殊受
株式会社近畿大阪銀行
注に特化した全国的な競争力強化事業

2927212062

大阪府

株式会社嶋田技研

1120101031641

顎関節症患者向けの昼夜装着可能な極薄バイトプレー
松永智子
トの開発

2927212065

大阪府

株式会社クロックワークスタジオ

7120901029821

高精度レーザー加工機導入による生産効率向上を通じ
豊中商工会議所
た商品力強化事業

2927212066

大阪府

株式会社ヤナギモト

4120101007614

３次元測定機導入における検査精度向上及び省力化計
株式会社南都銀行
画

2927212069

大阪府

太陽パーツ株式会社

7120101004708 安全に充電できるタブレットステーションの開発

2927212071

大阪府

株式会社プリント大阪

2122001019922

データの見える化による「プリント大阪ブランド」の
八尾商工会議所
確立と働き方改革の実現

2927212072

大阪府

株式会社清明エンジニアリング

4120101034609

合成繊維製造装置の基幹部品の圧倒的効率加工を実現
株式会社共立コンサルタント
させ量産化する計画

2927212075

大阪府

有限会社大同製作所

7122002011386

新型 ＣＡＤ／ＣＡＭ システム導入による生産効率の
大阪シティ信用金庫
改善

2927212077

大阪府

エスアイ精工株式会社

6120901028312

ＥＶなど電動車のパワーコントロールユニット関連大
株式会社池田泉州銀行
型カーボン治具の量産製作

2927212078

大阪府

藤原刺繍

2927212081

大阪府

太陽精工株式会社

5120101037073 日本初ねじ切り加工の脱着をＮＣ旋盤機で自動化

2927212082

大阪府

株式会社森鉄工所

1120001050790

超高張力鋼板の加工技術確立により、次世代自動車部
尼崎信用金庫
品の金型を高精度・短納期化する取組

2927212083

大阪府

株式会社グローリクリエーション

8120001001779

看板製造業のマーケットイン思考へのパラダイムシフ
廣岡茂男
ト

2927212086

大阪府

株式会社大西製作所

5120001022836

最新式の５軸加工機を導入し生産性を高め顧客ニーズ
森下勉
に応える

2927212088

大阪府

梅田オランジェ歯科・矯正歯科

2927212089

大阪府

株式会社ヒラオ

8120001148521

燻製室を導入して、鮭の廃棄部材を使ったスモーク
サーモンを開発する取組

2927212090

大阪府

株式会社ランド

2120101046085

ＧＮＳＳ測量機及びドローンを活用した防災点検サー
大阪府商工会連合会
ビスの向上計画

2927212094

大阪府

株式会社昭和鈑金工作所

3120101003424

溶接技術の高度化による大型試作品パーツの高品質・
株式会社南都銀行
低コスト一貫製造体制の構築

2927212095

大阪府

日理工業株式会社

9120101035750

５軸制御マシニングセンター導入による半導体製造用
中道三喜男
パレットの生産体制確立

2927212097

大阪府

株式会社シンコー・サイエンス・コーポ
レーション

6120001103478

天然由来原料１００％の低刺激敏感肌用化粧品素材の
大阪商工会議所
新規開発事業

2927212101

大阪府

株式会社レーザーカットまえだ

9120001179763

レーザマシン導入により海水淡水化装置部品の短納
期・高精度化を実現する取組

2927212111

大阪府

エス・テー機設株式会社

7120001028609

Ｎ７００系新幹線車両用部品のオンデマンド生産体制
尼崎信用金庫
の整備計画

2927212113

大阪府

株式会社大阪防水工業所

5120001155446

ポリウレア塗装用機械の導入で、ビル外壁等の塗装の
高橋和人
弱点を克服する。

2927212116

大阪府

株式会社ミヤガワ

7122001021254

金型設計品質向上による施工性の高いドリルねじ成型
株式会社りそな銀行
用金型の開発

2927212141

大阪府

杉本工業株式会社

7122001016568

肉盛溶接の自動化による生産性の向上と職場環境の改
株式会社池田泉州銀行
善

2927212145

大阪府

オスカーバルブ株式会社

3120901029404

最新の顧客要望である短納期対応に呼応する小型バル
尼崎信用金庫
ブ製造体制の革新

2927212149

大阪府

株式会社ウラタニ・ラボ

8120001049240

両眼同時計測の瞳孔反応記録システムの生産プロセス
堀口裕史
改善計画

2927212162

大阪府

株式会社ＯＳＨＩＲＯＸ

3140001097201

自社製造比率拡大による比類なきコンクリート製造技
岩佐修二
術の社内蓄積

2927212166

大阪府

株式会社ジャパンイノベーション

1122001026457

メンタルヘルス管理と遠隔医療相談サービスを一括提
池上弘美
供するシステムの導入

2927212171

大阪府

株式会社廣瀬スプリング製作所

8120901025365

最新ＮＣコイリングマシンの導入による増産体制の確
株式会社池田泉州銀行
立と生産性向上の取り組み

2927212176

大阪府

株式会社ペレボルサ

6130001051817

成長チャネルでの販売拡大に向けた縫製作業の革新に
前野芳子
よる生産増強

佐藤眞治

歯科用手術支援システムの院内インハウス化による高
株式会社池田泉州銀行
付加価値・高効率治療の提供
難治性の根幹治療のガイドラインの開発とラバーダム
坂本晃
処置による症例の治療
電子部品業界の要求対応のためのスリット機のデジタ
高槻商工会議所
ル機導入計画

先端診断装置導入による重症歯周病患者に対する再生
安達隆久
療法の高度化
ＩＤカード作製の一連の作業を自動化しコストダウン
ＩＤＭ税理士法人
による競争力強化
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行

子供の成長に合わせた矯正機能を持つメリーランドブ
松永智子
リッジの開発

堺商工会議所

クラウド導入で接客～納品までの工程短縮とプリント
堺商工会議所
加工の新事業展開
株式会社池田泉州銀行

光学スキャナーを駆使した革新的で高精度なワイヤー
アルタス・パートナーズ合同会社
矯正治療事業
尼崎信用金庫

尼崎信用金庫

受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

2927212180

大阪府

なかや工芸株式会社

3120001031310

新型インクジェットプリンタとラミネータの導入によ
株式会社池田泉州銀行
る作業効率の向上

2927212181

大阪府

株式会社喜ほうず

2120101049658

工場設備革新による生産性向上と鮮度が高く温かい弁
中島幸子
当を配給する事業

2927212183

大阪府

株式会社園田製作所

3120001123479

ファイバーレーザー溶接機導入での工程大幅削減と高
西浦正道
精度化の実現による収益拡大計画

2927212184

大阪府

寿精版印刷株式会社

1120001022823

風合いのあるちぎり方ができる、ちぎり和紙ラベル製
株式会社エフアンドエム
造装置の導入

2927212193

大阪府

株式会社タンデム

5120101008421

高精細電極パターン印刷用ポリウレタンゴムの生産体
株式会社池田泉州銀行
制強化

2927212195

大阪府

株式会社稔産業

7120901013503

高速・高性能大型ワイアー放電加工機導入による生産
北おおさか信用金庫
性向上の取り組み

2927212199

大阪府

マルピー印刷株式会社

5120001058558

外国人旅行者のニーズにあわせたオーダーメイド情報
株式会社エフアンドエム
冊子作成サービスの確立

2927212202

大阪府

イシイ株式会社

3120001074425

オンライン枚葉検査装置導入による既存印刷設備活用
合同会社エドエックス・ラボ
の高品質・生産性向上計画

2927212205

大阪府

ティエヌデザイン

３次元測定器（非接触）の導入でデザイン計測の高精
八尾商工会議所
度化と効率化を図る

認定支援機関名

