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3027110001 大阪府 株式会社オージック 1122001001212
スマートフォン製造工程向け次世代回転テーブル機構の開
発

中辻豊

3027110003 大阪府 株式会社ｏｎｅＡ 3120001001404
次世代スマートウェアラブル端末等市場向け超微細半導体
実装基板検査技術開発事業

山科治三郎

3027110010 大阪府 株式会社テラテック 1122001019361
クラッチ部品用治具等の熟練技術の平準化を実現する内面
研削加工の完全自動化計画

シェアビジョン株式会社

3027110015 大阪府 株式会社伊達空調 1120101004135
省エネ空調を支えるダクトの増産に対応するための切断工
程増強

和泉商工会議所

3027110019 大阪府 株式会社友安製作所 1122002014345
塗装工程の内製化により独自のアイアン家具の新製品開発
と売上拡大

株式会社りそな銀行

3027110021 大阪府 株式会社アスク 9120001151805
EV用次世代充電器部品の試作及び小ロット製品の高精度、
短納期化技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

3027110022 大阪府 大光産業株式会社 5122001021859
レーザー加工機を導入しディスプレー用什器の生産性向上
を図る

八木隆行

3027110031 大阪府 精密工業株式会社 3120001030989
パイプ対応自動摩擦圧接機導入による、送電網アルミ化需
要の獲得

株式会社池田泉州銀行

3027110032 大阪府 株式会社桜 9120001139189 海外で活躍する建機に使用される精密部品の製造開発 立野靖人

3027110035 大阪府 株式会社𠮷﨑精工 1122001030112
極小半導体チップの搬送に使用される特殊形状プレートの
製造開発

立野靖人

3027110044 大阪府 有限会社ワイケー工業 6120902011671
防災用照明カバー製造の工程集約・省人化・低コスト化と検
査の内製化

椎原秀雄

3027110045 大阪府 株式会社松徳工業所 2122001021242
ＩoＴを活用した熱処理工程の高度化による品質改善とコスト
削減

田中信大

3027110046 大阪府 マイクロ波化学株式会社 2120901017335 電子部品材料の金属ナノ粒子の品質管理体制の構築 安田有一

3027110059 大阪府 株式会社大川歯車製作所 9120901023095
高性能ホブ盤の導入によるニッチ戦略強化および生産性向
上の取組

株式会社日本修身経営

3027110062 大阪府 株式会社共進機型製作所 4120101001930
横中ぐり盤の導入による大型鋳造部品の効率的な後加工体
制の確立

竹内淳朗

3027110066 大阪府 株式会社ジェイテックコーポレーション 5140001023717
次世代水晶デバイス超高精度加工のための超高速膜厚測
定器開発

北おおさか信用金庫

3027110067 大阪府 田中金属株式会社 3120101025419
新有害物質規制に対応しうる産業用ロボット部品の製造開
発計画

立野靖人

3027110069 大阪府 株式会社正恵製作所 5122001003444
高付加価値ジョイント部品の競争力強化を実現する生産プ
ロセスの革新

山本高久

3027110075 大阪府 株式会社Ｏ・Ｎ・Ｉ 6120001118559
電気自動車で使用されるバッテリーの生産ラインに使用され
る精密部品の製造

立野靖人

3027110077 大阪府 有限会社丸髙工業 6120002073142
高精度な自動生産を可能にする独自パレットユニットの開発
と自動セル生産ラインの構築

京都信用金庫

3027110078 大阪府 北陽スプリング株式会社 6120901025631
過酷な環境で使用される保持クリップに使用される新形状ば
ねの製造開発計画

立野靖人

3027110086 大阪府 木田バルブ・ボール株式会社 1122001001798
医療用ボーンスクリューの加工技術開発と高効率生産体制
の構築

株式会社南都銀行

3027110088 大阪府 株式会社イーエムオー 3122001001086
ステンレス溶接技術の獲得による陳列什器製造事業の高付
加価値化

株式会社ゼロプラス

3027110093 大阪府 株式会社ロボプラス 9140001103366 コンビニ向け飲料自動陳列ロボットシステム開発プロジェクト 水池克明

3027110096 大阪府 ラピス株式会社 1122001022035
ワンタフトブラシ用最新植毛機の導入による植毛加工の生
産性向上と品質の安定化

八尾商工会議所

3027110004 大阪府 インクアート株式会社 7122001000555
印刷通販×全自動多機能製本機による小ロット変形冊子
サービスへの対応

藤本龍

3027110006 大阪府 株式会社コダマ 7120001104764 車載向け　シールドシェルの電磁界ノイズの低減 徳野文朗

3027110012 大阪府 株式会社中鉃 3120901011650
高層建築物用の高強度鉄筋に係る短納期・低コスト化のた
めの一貫生産体制の確立

株式会社エフアンドエム

3027110013 大阪府 有限会社みさを精工 2122002014889
半導体部品加工・検査の24時間対応化によるフレキシブル
生産体制構築

尼崎信用金庫

3027110017 大阪府 螢印刷株式会社 7120001028121
製本部門の生産工程改善による効率化でコスト削減・体制
強化を図る事業

株式会社紀陽銀行

3027110018 大阪府 株式会社澤田工業所 3122001002976
先進安全自動車の普及に伴う微細銅線の一貫加工体制強
化による短納期・緊急対応体制の実現

株式会社エフアンドエム

3027110020 大阪府 協和鉄工株式会社 7122001018275
ハンディプローブ測定機による、プレス製品の検査のコスト
ダウンと受注の促進

中瀬守

3027110025 大阪府 芝精密工業株式会社 7122001018713
最高の音質を実現するためのヘッドホン端子の検査治具の
開発

立野靖人

3027110026 大阪府 光精工株式会社 2122001006029
日本初　省資源・高強度・高耐食二相ステンレス鋼製ボルト
拡販計画

株式会社商工組合中央金庫

3027110027 大阪府 株式会社Ｓａｋａｅ　Ｐｌｕｓ 6120001014881
自動彫刻機導入による印刷用彫刻版製造の精度向上と生
産時間短縮

水谷良平

3027110033 大阪府 株式会社オシタニプレス 1120101058767
業務用空調設備向け精密板金加工の生産プロセス改善に
よる品質向上と増産対応

鯉江良介

3027110034 大阪府 株式会社ＯＳＫ 9120101043704
小規模施設に対する小ロットリネンサービスと訪問型クリー
ニング事業の展開

山本高久

3027110036 大阪府 南出メリヤス株式会社 6120101042717
アパレル生産における積層式自動裁断機(CAM)の導入によ
る新たな生産体制の構築

株式会社商工組合中央金庫

3027110039 大阪府 有限会社ナカジマ 6120102020110
鍛造金型加工における付加価値額の向上と短納期を実現
する計画

株式会社南都銀行

3027110040 大阪府 株式会社マキノ 9120001089541
WEBを利用した新しいビジネスモデルで事業拡大を図る靴
卸

山本文則

3027110041 大阪府 有限会社ワークス精研 8122002006815
自動化による作業効率・生産性の向上、難研磨に対応でき
る研磨技術のさらなる向上を目指す。

京都信用金庫

3027110047 大阪府 株式会社大東工作所 4122001015572
CO2レーザー加工機導入による風洞実験装置等の加工精
度向上と短納期化の実現

尼崎信用金庫

3027110051 大阪府 株式会社冨士テック 5120001158110
高性能ベンダー導入による特急対応製品の生産性向上と加
工範囲の拡大

松下隆信

3027110053 大阪府 建洲テクノス株式会社 3120001183647
曲げ加工能力の拡充による生産量拡大と自社ブランド製品
の販売開始

株式会社池田泉州銀行

3027110054 大阪府 マニー工具株式会社 3150001013470 熱間ボルト用超高耐パンチの試作開発 明和マネジメント税理士法人

3027110058 大阪府 光スプリング工業株式会社 4120001158037
自動車部品向け特殊成形バネの成形技術確立及び部品の
安定供給体制構築

株式会社京都銀行

3027110060 大阪府 有限会社三陽美術 9120102014200
刷版出力機導入による製版製造体制構築とバーコ印刷市場
への新規参入事業

大阪信用金庫

3027110061 大阪府 株式会社千代田工業所 5120901028858 精密板金曲げ加工の知能化による生産効率の向上を図る 株式会社池田泉州銀行

3027110068 大阪府 株式会社アイシンク 2120001146530
人材定着支援システムを搭載した求人広告・人材紹介サー
ビス事業

株式会社池田泉州銀行

平成３０年度補正　ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金　１次公募

大阪府採択案件一覧（638者）
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3027110070 大阪府 池島工業株式会社 3122001000559
サーボモーター式タレットパンチプレスによる生産プロセスの
改善

椎原秀雄

3027110072 大阪府 ヨシテック
生産キャパシティー増大により、失注分の仕事等の獲得によ
る売上増大と技術者の雇用・育成の実現

北おおさか信用金庫

3027110073 大阪府 長谷川精工株式会社 6120001000964
数値制御可能な最新の円筒研削盤を活用した製造体制の
強化及び高生産性の実現

マネーコンシェルジュ税理士法人

3027110074 大阪府 株式会社サンキ精工 8122001002658
旋盤加工技術の高度化による油圧バルブ部品加工等の生
産性向上計画

シェアビジョン株式会社

3027110079 大阪府 株式会社山登化学 6122001020934 保温性能を追求した特殊樹脂製パーティションの製造開発 立野靖人

3027110080 大阪府 株式会社ＳＥＳＳＩＯＮ 1120101057868
歯科技工所間で設備や保有技術の情報を共有し、相互に受
注をシェアできるシステム開発

株式会社池田泉州銀行

3027110082 大阪府 有限会社ナカヤマ 9120002002296 長尺金属製品補修加工の内製化と短納期化 明和マネジメント税理士法人

3027110084 大阪府 六和化成工業所
バイオプラスチック製品の研究開発及びＡＩ外観検査機の導
入

大阪商工信用金庫

3027110087 大阪府 ダイワ工業株式会社 6120101037031
構造物の１次加工における生産性向上と一貫生産するため
の設備導入

和泉商工会議所

3027110090 大阪府 有限会社サツマプラン 8122002011229 金型切刃の長寿命化を実現する微細鏡面研磨加工 明和マネジメント税理士法人

3027110091 大阪府 坂本工作所
生産性向上設備の導入により技術と効率化を融合し成長を
目指す計画

のぞみ信用組合

3027110092 大阪府 阪上織布株式会社 4120101040400
高密度織物の低コスト化と不良率低減を可能にする新たな
織機の開発

一般財団法人 南都経済研究所

3027110094 大阪府 株式会社柏原精工 8122001031459
産業機械用大型部品の高精度化・短納期化に対応する重
切削技術の導入計画

大阪シティ信用金庫

3027120101 大阪府 株式会社大栄精工 3120101034394
ミニマルファブ商用化に対応する真空チャンバー等の生産
性向上計画

大阪シティ信用金庫

3027120104 大阪府 ＴＯＨＯ株式会社 5120101042981
ＮＣ正面旋盤導入による小型で高精度なプランマブロックの
量産体制確立

大阪信用金庫

3027120106 大阪府 株式会社ウエキン 8122001000736
1,000×500mmの精密平面研削盤導入による、順送プレス金
型の提案能力強化

永和信用金庫

3027120107 大阪府 小林精工株式会社 2122001015319
省エネ自動車用超精密金属プレス品の受注拡大５ヵ年計画
事業５００％アップ

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120108 大阪府 東洋ブリキ印刷株式会社 1122001015666
高度化する食品表示に対応するための検査技術の革新と
品質保証体制の確立

株式会社紀陽銀行

3027120109 大阪府 松栄工業株式会社 9122001018736
ベビー用歯ブラシハンドル成形工程の全自動化による生産
能力拡大

株式会社エフアンドエム

3027120114 大阪府 株式会社高工社 5122001002272
耐火性・耐久性に優れた船舶用部品等の短納期化・低コス
ト化の実現

株式会社京都銀行

3027120115 大阪府 錦精工
多様化するプラスチック部品需要に応える複雑形状金型の
加工体制構築

松本昌晴

3027120119 大阪府 共栄ダイカスト株式会社 4122001001952
自動ブレーキシステム部品等の品質向上と生産効率向上実
現計画

株式会社エフアンドエム

3027120121 大阪府 有限会社三和化成 6120102021133
フッ素樹脂コーティングの即日納品と大型商材対応に向け
た焼成工程改善計画

株式会社関西みらい銀行

3027120122 大阪府 ナスコ株式会社 9120001008220
車載液晶ディスプレイ需要に応える検査治具の形状多様化
および短納期化

株式会社関西みらい銀行

3027120123 大阪府 イサカ
研究開発用部品等の高精度化・短納期化に対応するワイ
ヤー放電加工技術の導入計画

シェアビジョン株式会社

3027120125 大阪府 浪花酒造有限会社 5120102028014
日本酒の加熱殺菌工程の省エネ・自動化による生産プロセ
ス改善

平了輔

3027120126 大阪府 株式会社シフト 3120001116788
３Dプリンター導入でデザイン設計から商品化までの生産性
を飛躍的に向上

北おおさか信用金庫

3027120129 大阪府 帝国製鋲株式会社 1120001029380
大型建築物に利用される特殊素材ボルトの高精度化と生産
拡大の実現

株式会社エフアンドエム

3027120132 大阪府 株式会社平川製作所 2120001018597
電気自動車用充電端子に係る洗浄工程の自動化による生
産性向上と環境対応

株式会社エフアンドエム

3027120133 大阪府 株式会社竹延 9120001007998
塗装用ロボット導入による作業工程効率化と作業環境改善・
生産性向上事業

株式会社池田泉州銀行

3027120134 大阪府 かずデンタルクリニック
人工知能を用いた最先端CT画像診断システムの院内開発
による歯科学会への貢献

株式会社但馬銀行

3027120135 大阪府 株式会社広伸 3120001157452
自動倉庫導入による高出力ファイバーレーザー加工機の
24Hフル稼働実現

守口門真商工会議所

3027120136 大阪府 忠岡鉄工株式会社 7120101044217
NC旋盤用ワーク着脱ロボット導入による生産効率の向上と
労働環境の改善

株式会社商工組合中央金庫

3027120140 大阪府 株式会社松井製作所 2122001021234
自動車の燃費向上に対応するベアリングシール金型の高精
度化及び生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

3027120141 大阪府 株式会社吉田工作所 9122001020584
５軸複合加工機を導入し部品高精度化により新製品の性能
向上を実現する

名越正幸

3027120142 大阪府 東洋商事株式会社 4120001116192
大幅な生産性向上を実現するメッキ加工機用回転バレル及
び消耗品の量産化事業

松尾雅泰

3027120143 大阪府 奥田製薬株式会社 1120001061978
高効率試験用装置の導入による製造環境の整備と低コス
ト・短納期の生産体制構築

税理士法人大手前綜合事務所

3027120144 大阪府 株式会社早水鉄工所 1120001050452 船舶用次世代ディーゼルエンジン部品の生産性向上事業 株式会社阿波銀行

3027120145 大阪府 有限会社上陽精機 5120002079818
特殊加工形状を持った金型部品製造を実現する新規生産ラ
インの構築

株式会社池田泉州銀行

3027120147 大阪府 株式会社ワイエス 5120101034657
最新スリッター導入で生産性向上と極小ロット超短納期対応
の実現

池田隼啓

3027120154 大阪府 朝日熱処理工業株式会社 5120001147278
金属熱処理の次世代顧客ニーズに対応し、その生産性向上
を図るための真空焼戻炉の導入

株式会社京都銀行

3027120155 大阪府 プラネット
安定的な最新半導体の製造を可能にするための高精度ポ
ンプ部品の製造開発

立野靖人

3027120159 大阪府 南農園
霧冷却システム導入によるイチゴ観光の開園期間伸長と収
穫向上事業

山本文則

3027120161 大阪府 株式会社大同工業所 3120001083558
海外需要増加に対応する高速・高精度ベンディングマシン導
入による板金工程効率化

大阪商工会議所

3027120164 大阪府 福冨製作所
新素材を使用した、新幹線の安全性と乗り心地の向上を実
現する防振部品の製造開発

立野靖人

3027120165 大阪府 株式会社親和化成製作所 3120001148014
需要急増中の制御機器用ハーネスの生産性向上による自
動車業界等への貢献計画

株式会社エフアンドエム

3027120166 大阪府 株式会社宮本製作所 6120101037799
金型製造における業界最高水準の検査体制の確立と生産
性の飛躍的向上

株式会社フラッグシップ経営

3027120168 大阪府 大橋金型工業株式会社 8120001049356
コスト削減とリサイクル性向上を両立させた飲料缶を製造す
る金型の開発

立野靖人

3027120169 大阪府 髙嶺精機株式会社 7122001004639
造粒機部品の製造工程革新と高精度化によるシニア向け市
場への拡大展開

株式会社関西みらい銀行

3027120172 大阪府 鶴惣工業株式会社 6122001016271
ライダーのユーザーエクスペリエンスを最大限引き出すため
の自転車部品の製造開発計画

立野靖人



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

3027120173 大阪府 川﨑製パン株式会社 8120101038052 高品質で多品種・小ロット対応可能な製パン体制の構築 大阪信用金庫

3027120174 大阪府 ツカサ工業株式会社 3120101045094
切断・溶接工程の自動化によるサニタリー配管製作・工事体
制の効率化

株式会社紀陽銀行

3027120175 大阪府 名和株式会社 2120001008276
最先端の自動裁断システム導入によるシニア向けフィットネ
スウェアの売上拡大

澁谷研二

3027120177 大阪府 株式会社三洋精密工業 2120001051887
大型の平面研削盤導入による伸びゆく精密研磨市場の獲
得

株式会社りそな銀行

3027120178 大阪府 株式会社ミューパック・オザキ 5122001021867
チャック加工機導入で新製品の大型サイズ高強度チャック袋
の量産化

金谷修司

3027120180 大阪府 株式会社誠光 1120901011165
高精度マシニングセンター導入による小ロット加工品の生産
性向上

北おおさか信用金庫

3027120181 大阪府 株式会社ケムコプラス 7122001024678 製薬会社の研究開発に資する分取精製事業化計画 株式会社京都銀行

3027120187 大阪府 株式会社水谷製作所 7122001007261
真空成形金型用プラグにおいて製造工程の革新による加工
品質向上と価格低減の実現

株式会社エフアンドエム

3027120189 大阪府 日新製畳株式会社 3120001086701
業界初の縫着式による高品質“薄畳”の安定供給体制の構
築と生産性向上

株式会社フラッグシップ経営

3027120191 大阪府 株式会社中田製作所 5122001019515 超微細加工技術の高速化と技術伝承による生産性の向上 株式会社池田泉州銀行

3027120194 大阪府 株式会社アップロード・プランズ 9120001029885
建設需要の増加に伴う建設用養生シートおよび屋外広告の
生産性向上

株式会社エフアンドエム

3027120195 大阪府 株式会社アイナック 7122001017558
アニメコラボのブリキ缶等とアクリル関連グッズの一貫生産
体制の実現計画

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120196 大阪府 横山精工株式会社 7122001007906
CNC旋盤の導入による精密ネジのニッチ戦略強化と生産性
向上の取組

東大阪商工会議所

3027120197 大阪府 株式会社三好製作所 6120101031257
自動車重要保安部品の高精度化による安全性確保および
事業拡大

株式会社関西みらい銀行

3027120199 大阪府 丸善印刷株式会社 6120001040028 Web受注システム構築による生産性向上 榮村聡二

3027120200 大阪府 株式会社新晋 9122001003119
HV車等の中核部品用生産設備の部品製造における加工プ
ログラム最適化による生産性向上計画

株式会社池田泉州銀行

3027120202 大阪府 内外エンジニアリング株式会社 2120001086000
地震災害の多い日本の構造物強度を証明する非破壊検査
の高度化計画

株式会社池田泉州銀行

3027120203 大阪府 株式会社配線コム 6120901037057
自動車・二輪車用配線部品に係る画期的な小ロット販売の
ための管理体制強化

株式会社池田泉州銀行

3027120204 大阪府 有限会社植月製作所 7122002000604
業界最高水準の検査体制の確立によるコンベア部品の生産
性向上

株式会社フラッグシップ経営

3027120205 大阪府 株式会社桝井照明 5122001006439
ＬＥＤデザイン照明器具のＯＥＭ開発力強化と独自販売にむ
けての温度上昇試験設備の構築

東大阪商工会議所

3027120206 大阪府 株式会社巽ｃｒｅａｔｉｆ 8011101078660
和装バッグの時流の変化に対応した新製品の開発とその内
製化体制の構築

野々口精

3027120207 大阪府 株式会社宮川公製作所 2120001013788
産業用機械特別仕様部品および各種精密線材等の内製化
体制の構築

株式会社エフアンドエム

3027120208 大阪府 湯本電機株式会社 5120001013942
画像解析技術を用いた、類似図面検索エンジンの開発によ
る生産効率化

中山寿光

3027120210 大阪府 株式会社勝央製作所 5120101002291
レジャー用品の多様化に応えるための試作用部品の短納期
化及び高精度化

株式会社関西みらい銀行

3027120211 大阪府 株式会社メカニコ 7122001027895
樹脂素材を使った3Dプリンタによる生産工程の短納期化と
コストダウンによる事業拡大計画

大阪シティ信用金庫

3027120212 大阪府 株式会社アイシン工業 1122001027406
旋盤加工の内製化による生産リードタイム短縮を通じた、搬
送装置部品、機械部品の短納期化

尼崎信用金庫

3027120215 大阪府 株式会社奥村商店 5120101001401
広幅ガーゼ丸巻の高速スリットとスリット面の加工精度の向
上

株式会社りそな銀行

3027120217 大阪府 大京金属株式会社 3122001015540
工作機械の制御盤、操作盤の製缶・板金加工に関する生産
性向上へ向けた工程の集約化

尼崎信用金庫

3027120218 大阪府 ミナミ鉄工株式会社 2120901010083
大径フランジの精密加工、納期短縮、コスト削減に向けたＮ
Ｃ旋盤導入による事業計画

株式会社三井住友銀行

3027120219 大阪府 有限会社いたに製作所 9122002013091
新型射出成形機導入による生産性の向上と提案型製品の
開発・販売

大阪シティ信用金庫

3027120221 大阪府 小段金属株式会社 8120001023286
焼結金属の状態分析能力強化による生産性及び設計提案
力向上計画

大阪商工会議所

3027120223 大阪府 三晃プラスチック工業株式会社 6120101032115
革新的なオンデマンド印刷導入による生産性・付加価値向
上、新製品開発・販路拡大

株式会社南都銀行

3027120224 大阪府 チトセ工業株式会社 1122001004999
プレス工場のIoT化及び大型プレス機の導入による生産性
向上

大阪シティ信用金庫

3027120225 大阪府 株式会社アイ・エス 5120901022563
コアンダ効果を最大限に発揮する軽量・省エネロボットハンド
の開発

中廣琢二

3027120226 大阪府 スクリューズ株式会社 5120001027620
ＣＮＣ精密旋盤導入によるベンディングロール用シャフトの量
産体制確立

尼崎信用金庫

3027120227 大阪府 株式会社ワイ・イー・ブイ 4120001127413
アンチエイジング向け次世代LED照射装置等の試作品開発
による製品化実現と顧客拡大

大阪信用金庫

3027120228 大阪府 有限会社アステック 8120002010572 マシニングセンタ導入による圧力計部品の生産性向上 永和信用金庫

3027120229 大阪府 東洋スチール株式会社 3122001005145 AIと画像処理技術を活用した掛金自動組み立て機の開発 竹内淳朗

3027120232 大阪府 甲子化学工業株式会社 1120001012254
オフィス家具用樹脂部品等における大幅な生産能力の拡大
計画

株式会社エフアンドエム

3027120237 大阪府 小松鈑金工業株式会社 4120101025194
建築物の屋根の耐久性向上に対応した曲げ加工技術・生産
性の向上

株式会社エフアンドエム

3027120238 大阪府 有限会社和泉テック 2120002023588
インフラ整備需要に資する鉄道車輪脱着装置部品の生産拡
大を実現する体制の構築

株式会社エフアンドエム

3027120239 大阪府 有限会社ハード 9122002003613
工具部品等における微細な研削加工の生産リードタイム短
縮とさらなる精度向上の実現

株式会社エフアンドエム

3027120241 大阪府 有限会社エンケン 9120002058909
画像寸法測定器導入による精密部品の高速且つ高精度検
査体制の構築

北おおさか信用金庫

3027120243 大阪府 株式会社ウラカワ 1120101037977
垂直度ダイレクト測定法の実用化と同一設備による内外輪
加工の実現

大阪信用金庫

3027120245 大阪府 関西把研工業株式会社 4120001077682
最新型レーザー加工機の導入により複雑なアクリル加工の
実現による競争力強化

岸本圭祐

3027120247 大阪府 株式会社コヤマタオル工場 7120101040752
理美容業界における泉州タオルの需要増を受けた生産能力
拡大の実現

株式会社エフアンドエム

3027120249 大阪府 新栄木材工業株式会社 9120101038175
荷崩れしづらく安全に海上輸送できる紙管ドラムの生産性向
上と高精度化計画

株式会社池田泉州銀行

3027120251 大阪府 株式会社勇翔 6122001008269 製本加工の高付加価値化及び後工程への業務領域拡大 大阪商工信用金庫

3027120252 大阪府 中井工業株式会社 7120001000889
生産工程の簡素化によるダクト製造の生産性向上に向けた
体制構築

株式会社京都銀行

3027120253 大阪府 ダイネツ商事株式会社 7120101004674
高性能搬送ロボット導入による生産性及びコストの大幅な改
善

堺商工会議所



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

3027120254 大阪府 株式会社マルマサ 3120101031210
シルクスクリーン印刷内製化による納期改善と顧客満足度
向上を目指す事業

加藤朗

3027120255 大阪府 東洋シール株式会社 5120001013100
最新型高精度シール検査装置による全数検査体制を実現し
競争力強化

株式会社関西みらい銀行

3027120256 大阪府 松井金網工業株式会社 4140001072145
土木工事現場のニーズ多様化に対応した「かご枠」の効率
的生産を実現する先端的溶接金網機の導入

株式会社紀陽銀行

3027120257 大阪府 株式会社タケヤテック 5120001029245 超精密治具製造のための革新的研削加工技術開発事業 株式会社京都銀行

3027120258 大阪府 葵スプリング株式会社 4122001022024
独自加工を施した圧縮バネの直角度精度向上と生産性の
向上の実現

株式会社エフアンドエム

3027120259 大阪府 株式会社平原鉄工所 4120001018595
食品加工機械用大型プレートの製造依頼集中に伴う生産ラ
イン増強計画

株式会社エフアンドエム

3027120260 大阪府 ニシザキ株式会社 9120001050296
生産設備用部品等の工程改善による加工精度向上と短納
期対応の実現

株式会社エフアンドエム

3027120261 大阪府 日豊調査設計株式会社 1120001057605
ＩＣＴ技術を活用した測量技術向上による自然災害復興の迅
速化

株式会社エフアンドエム

3027120265 大阪府 カナイ金型製作所
スマート家電の需要増に対応する照明器具等の部品用金型
の生産体制強化計画

株式会社エフアンドエム

3027120266 大阪府 近畿金属株式会社 7122001001479
燃費性能の向上に資するエンジン用の新形状オイルポンプ
の製造開発

立野靖人

3027120268 大阪府 株式会社ＣＨＡＭＰＩＯＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 8122001005041
高精度プレス金型部品に対応する為にＮＣ高精密成型・平
面研削盤の導入

八尾商工会議所

3027120269 大阪府 太伸興業株式会社 5120101009634
食品宅配市場に必須な小型ドライアイスの生産拡大ニーズ
に対応する生産体制の構築

株式会社紀陽銀行

3027120270 大阪府 株式会社ＤＥＮＴＲＥＤ 3120101053477
光学印象技術を活用した歯科補綴物の即日製造および精
度向上実現計画

株式会社池田泉州銀行

3027120275 大阪府 株式会社オカノブラスト 5120101022281
固体潤滑皮膜形成装置導入による皮膜形成技術の高度化
と新事業展開

株式会社池田泉州銀行

3027120276 大阪府 丸共ナット株式会社 7120101031215 新型の元素成分分析計の導入による成分分析力の向上 税理士法人小山吉田会計事務所

3027120278 大阪府 エヌケーエヌ株式会社 7122001000902
「工程集約」実現によるアルミ加工品の品質及び生産性の向
上

大阪シティ信用金庫

3027120279 大阪府 株式会社関西プレック 9122001018199
自動車の新機構に使用される特殊な板バネ製品の開発計
画

立野靖人

3027120284 大阪府 株式会社共栄製作所 4122001017197
ＣＮＣ精密旋盤の導入による高精度・生産性向上・コスト削
減計画

山本考良

3027120285 大阪府 株式会社梅川鉄工所 7120101043177
高性能加工機の導入による中高級車用部品加工の競争力
強化

大阪信用金庫

3027120286 大阪府 有限会社藤田秀ナット製作所 3122002016265
工程集約による加工時間短縮と量産体制を実現させる為の
高性能なCNC自動旋盤の導入

大阪シティ信用金庫

3027120288 大阪府 株式会社ナカミ 3120101048279
橋梁等の補修需要拡大に対応した開先加工技術の向上に
よる短納期化

株式会社京都銀行

3027120290 大阪府 株式会社ＫＨＤ 2120001149491 産業用ロボットに使用される高精度な電線の試作開発 立野靖人

3027120291 大阪府 株式会社アリック．ティ．シー 2122001000353
自動車業界で利用する精密加工用治工具の生産に対する
検査体制の強化

株式会社エフアンドエム

3027120292 大阪府 株式会社大栄製作所 6120001020797
工程集約と属人的作業からの脱却による二次下地等の生
産性向上計画

株式会社池田泉州銀行

3027120293 大阪府 進栄化工株式会社 9120001001984
EV・PHVなどに搭載される新型リチウムイオン電池用フィル
ムの生産体制構築

株式会社池田泉州銀行

3027120295 大阪府 中外工業株式会社 7120001015565
スタッド溶接工程のリードタイム短縮による照明器具の短納
期化実現と生産性向上計画

株式会社エフアンドエム

3027120298 大阪府 有限会社三陽鉄工所 3122002002232
小径複雑形状である医療機器部品の新加工方法開発によ
る生産性向上

池田隼啓

3027120300 大阪府 株式会社兼鉃工業 9120101022674
21世紀型インフラ整備に資する複数パネルゾーン溶接工程
の生産性向上計画

株式会社紀陽銀行

3027120303 大阪府 三原精機株式会社 2122001021259
重要保安部品の製造技術を活かしたインフラ分野等におけ
る中型部品への応用

株式会社南都銀行

3027120308 大阪府 エースシステム株式会社 5120101041174
リードタイム短縮と作業効率改善のためのファイバーレー
ザー溶接機導入

和泉商工会議所

3027120310 大阪府 株式会社ダトラ 3120001181881
採用サイトを制作及び管理するtorooに新機能を導入し、契
約率アップを

株式会社みずほ銀行

3027120311 大阪府 株式会社ＪＦＤエンジニアリング 8120001136047
地盤沈下・不同沈下修正工事の技術革新による業界初の耐
震強化工法の開発

株式会社エフアンドエム

3027120312 大阪府 株式会社福助アルミニウム鋳造所 9122001007004
防爆関連製品向け部品製造における技術革新がもたらす生
産性向上と競争力強化

株式会社エフアンドエム

3027120313 大阪府 ナニワ樹脂工業所
新型全自動式射出成形機・取出ロボット導入による生産性・
品質の向上、及び自社製品開発事業

大阪シティ信用金庫

3027120316 大阪府 有限会社松原動物病院 2120102014586
犬猫の長寿命化で増加するがんに放射線治療を導入し、動
物のがん医療の発展へ貢献

株式会社池田泉州銀行

3027120318 大阪府 株式会社関西環境センター 9120101022963
安心して飲める清涼飲料水提供のため、厳格化した基準を
満たす検査精度の高度化

株式会社池田泉州銀行

3027120319 大阪府 株式会社岡田工業所 5120001054367
高品質な切断・穴あけ加工による板金加工製品の受注量の
拡大

北おおさか信用金庫

3027120320 大阪府 ＴＥＴＳＵＪＩＮ株式会社 1120001208760
両頭側面フライス盤導入による小物加工能力の獲得と受注
規模拡大

枚方信用金庫

3027120322 大阪府 株式会社越智製作所 9120001157182
研磨加工範囲の拡大による順送プレス金型用材料の販売
拡大

株式会社ゼロプラス

3027120324 大阪府 株式会社マジカルレーシング 3122001006746
製品型設計工程の改善による大型デリバリ－ボックスの量
産化体制の構築

大阪シティ信用金庫

3027120325 大阪府 株式会社山崎 9120101007493
ターニングセンタ導入による小径部品の生産性向上と受注
拡大

株式会社三井住友銀行

3027120327 大阪府 ＤＥＮＴＡＬ　ＨＥＡＲＴＳ
需要の増加している審美性の高い歯科技工物の生産性向
上計画

株式会社京都銀行

3027120328 大阪府 有限会社エーエス 6122002010174
電動射出成形機の導入による生産性向上と付加価値向上
の取組

大阪シティ信用金庫

3027120329 大阪府 細川製作所
マシニングセンター導入による収益力向上と働き方改革へ
の取組

京都信用金庫

3027120330 大阪府 株式会社テクノフオルムタニノ 9120101004813
複雑形状加工ノウハウと5軸マシニングセンタを駆使した生
産リードタイムの短縮

株式会社エフアンドエム

3027120332 大阪府 関西金属工業株式会社 7120001149280
食品製造機器であるロータリーポンプ用部品の生産能力拡
大

株式会社京都銀行

3027120334 大阪府 有限会社上坊鉃工所 9120102019711
自動車等に使われる難削材製ベアリングの一貫生産体制構
築

株式会社エフアンドエム

3027120335 大阪府 有限会社桜井鉄工所 3120102002094 CNC旋盤の導入による長尺シャフト部品の生産性の向上 竹内淳朗

3027120337 大阪府 株式会社三友エンジニアリング 3122001003082
電動ステアリング部品金型の高精度化による自動車の安全
性向上と自動運転普及への貢献

株式会社エフアンドエム

3027120338 大阪府 三宅ハイテックジャパン株式会社 7120101049364
検査工程の高度化による当社精密加工技術の品質保証と
リードタイムの短縮

株式会社エフアンドエム
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3027120339 大阪府 株式会社ディーアイ 6120101031554
工程自動化がもたらす化粧品製造における生産性向上と生
産能力の増強

株式会社関西みらい銀行

3027120341 大阪府 株式会社不二工業 8120001125000
府内マンション、ホテル増加に対応するための備え付け家具
等の生産能力増強の取り組み

株式会社エフアンドエム

3027120342 大阪府 有限会社聖テック 5120002064968
マシニングセンタの導入と切削加工技術の高度化による事
業領域の拡大

竹内淳朗

3027120343 大阪府 株式会社モデリア 5120001136537
ＡＩ付自動裁断機の導入による一点もの服飾仕立ての生産
性向上

株式会社関西みらい銀行

3027120344 大阪府 協和プラスチック株式会社 1120001187055
電線巻取りリール部品など射出成形品の内製化による生産
能力増強計画

株式会社エフアンドエム

3027120345 大阪府 株式会社シミズインダストリー 6120001049738
荒加工・プログラムの大幅な時間短縮を実現する技術開発
による売上向上

延山久夫

3027120348 大阪府 株式会社永野製作所 9120101041757
溶接方法の改善により生産工程の最適化と新素材への対
応を実現

株式会社関西みらい銀行

3027120349 大阪府 株式会社日豊金属 6122001015001
難加工素材を使用した電子端末に使用される超小型蝶番の
生産計画

立野靖人

3027120351 大阪府 森脇鉄工株式会社 2120001158294
グラビア印刷の品質を左右するシリンダーのキー溝加工高
度化計画

株式会社エフアンドエム

3027120352 大阪府 有限会社シンコウクラフト 3122002013972
ビニール製グッズ生産の国内回帰の中でのビジネスチャン
ス拡大のため体制強化

株式会社関西みらい銀行

3027120354 大阪府 有限会社北野製作所 9120102012294
大型工作機械の需要増にともなう大型軸受座金等の受注獲
得のための生産体制構築

株式会社関西みらい銀行

3027120355 大阪府 ハンエイファスナー株式会社 7122001019802
「組込みねじ」の検査工程改善による短納期化と自動車業
界等への貢献

株式会社エフアンドエム

3027120357 大阪府 株式会社テラシタ 3120101039939
医療・介護現場を変革する生体情報計測タオルシーツの量
産体制構築

株式会社関西みらい銀行

3027120358 大阪府 株式会社谷口製作所 6122001022195
空圧動工具の安定性向上、駆動ロス低減に寄与する高硬
度・高精度加工の事業化

株式会社京都銀行

3027120361 大阪府 田中紙管株式会社 4122001019235
最新型スリッター導入によるカン・コツに頼らない生産性の
高い工程の実現

八尾商工会議所

3027120364 大阪府 株式会社つぼ市製茶本舗 5120101008438
粉末商品の事業拡大に向けた作業効率改善及び内製化に
よる生産性向上

堺商工会議所

3027120365 大阪府 株式会社トーケンツール 3120001010512
高級車・商用車の重要部品における治具・金型の精密加工
技術向上による生産基盤強化計画

株式会社エフアンドエム

3027120366 大阪府 ダイワタオル協同組合 2120105006416
高性能な地下水濾過装置導入による染色加工の色の精度
向上と高効率稼働

株式会社池田泉州銀行

3027120367 大阪府 有限会社エムユープリント 8122002012598
製造業に需要の高い高温度耐熱ラベル等の独自加工法に
よる短納期化

株式会社関西みらい銀行

3027120368 大阪府 株式会社新興鉄工所 8122001027688
インフラ整備の生産性向上に寄与する鋳鉄管破断工具用部
品の増産・品質改善計画

松本昌晴

3027120372 大阪府 恒祐工業株式会社 3122001023155
製品軽量化に貢献する1mm未満超薄肉成形事業による競
争力強化

アクセルコンサルティング株式会社

3027120373 大阪府 株式会社一柳金型製作所 9120002026246
納期短縮に向けたＣＡＥツール導入による金型調整効率の
改善計画

北おおさか信用金庫

3027120374 大阪府 有限会社中井金型 6120902021902
競争力強化のための３Dスキャナ導入による金型精度の保
証計画

北おおさか信用金庫

3027120376 大阪府 サカエ株式会社 6120001149777
専用システム開発による業務の効率化と新たなサービス業
務の構築

石黒健太

3027120378 大阪府 株式会社トータルワークス 6120101030036
塗装工事における課題を工期短縮・強度向上で解決する計
画

株式会社南都銀行

3027120380 大阪府 株式会社伸和製作所 1120001151804 産業用プリンター機構部品の生産性向上事業 京都信用金庫

3027120381 大阪府 布施精密発條株式会社 1122001008422
開発した新デザインのピアスキャッチの製品化と販路拡大へ
の挑戦

大阪シティ信用金庫

3027120382 大阪府 株式会社モリシタ 5120001146932
特殊螺子類の画像自動検査選別機を新規導入、1ppm以下
(※)の品質レベルを確保し、市場競争力と事業構造を強化
する。

北大阪商工会議所

3027120383 大阪府 株式会社オーイーエム 6122001013665 計測機器の校正分野拡大による新たなサービスの提供 株式会社りそな銀行

3027120384 大阪府 月盛スクリュー株式会社 3122001007868
特注の精密加工設備を活用した高品質な新素材医療機器
専用ネジの開発

東京中央経営株式会社

3027120385 大阪府 株式会社ＳＡＭＣ 7120101029795
心臓疾患を患う小動物ペット増加に対応するための迅速か
つ正確な診療体制の構築

株式会社エフアンドエム

3027120386 大阪府 株式会社シューテック 6120001112909
自動ベンダー機導入による高寿命ヒーター部品の生産シス
テムの構築

大阪シティ信用金庫

3027120388 大阪府 株式会社ＴＯＯＬＳＴＡＲ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 8120901038004
AIを活用したハイブリッド画像処理コントローラ搭載型検査ロ
ボットシステムの開発

マネーコンシェルジュ税理士法人

3027120390 大阪府 昭和工業株式会社 4120001154184 毛材重量測定機能付き自動植毛装置の開発 経営創研株式会社

3027120392 大阪府 山中産業株式会社 2120001040329
鋼材シャーリングにおける高速高精度カッティング＆自動集
積システムの構築

大阪シティ信用金庫

3027120393 大阪府 株式会社サン 1122001018586
大口径重切削旋盤の導入で難削材ステンレス加工技術の
強化と拡大

八尾商工会議所

3027120394 大阪府 有限会社宮本ガラス工業 9122002016474
ガラス加工の切断加工速度の大幅な短縮による生産プロセ
ス改善

八尾商工会議所

3027120395 大阪府 バルテス株式会社 1120001107293
超高精細度テレビジョン放送規格のテスト環境・体制強化プ
ロジェクト

大阪商工会議所

3027120397 大阪府 株式会社榮精工 5120001169735
協働型ロボット部品製造における工程集約型高精度量産体
制の確立

株式会社京都銀行

3027120398 大阪府 株式会社松山 3122001006572
大型裁断機導入による新市場開拓及び生産プロセスの改
善・向上計画

京都信用金庫

3027120399 大阪府 株式会社ユーワテック 2120001179828
自動切断機導入によるコンベア製品の高効率生産体制の確
立と売上拡大計画

大阪シティ信用金庫

3027120400 大阪府 ユーアイニクス株式会社 4120101007630
部品極小化に対応する設備導入で実装ライン強化と生産性
向上を図る

株式会社りそな銀行

3027120401 大阪府 有限会社はじめ工房 1120002061259
暗黙知の継承による生産体制を構築し生産能力の増強と雇
用拡大計画

株式会社エフアンドエム

3027120402 大阪府 美倍紙業株式会社 2120001018969
作業の自動化により慢性的な人員不足を解消し効率を上げ
ることで生産力向上を図る事業

株式会社経営ソフトリサーチ

3027120404 大阪府 永塚工業株式会社 4122001005532
研磨布ロールスリット加工の高効率・高精度化による生産性
改善

大阪シティ信用金庫

3027120405 大阪府 近畿冷鍛ダイス株式会社 8120001020028
小径・長物超硬ダイスの内径加工の機械加工化と品質保証
体制の確立

アクセルコンサルティング株式会社

3027120406 大阪府 加陽印刷株式会社 1120001007205
クリアファイルの製品化における生産プロセス自動化による
生産量拡大と雇用促進

株式会社池田泉州銀行

3027120407 大阪府 株式会社一倉 2120001019538
溶接技術の高度化による理化学機器およびAIロボット向け
ケースの量産化

株式会社エフアンドエム

3027120408 大阪府 株式会社北摂回路技研 4120901013431
提案力と検査力を強化し、カメラモジュールの生産性・信頼
性向上を図る

北おおさか信用金庫

3027120409 大阪府 株式会社久保田製作所 5120001054945 アクリル表札トップシェアに向けた生産性向上計画 北おおさか信用金庫
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3027120411 大阪府 株式会社ホーライ 4122001007082 「工場の自動化」を目指した新型設備の導入計画 東大阪商工会議所

3027120412 大阪府 株式会社石野製作所 2120001147405
リチウムイオン電池筐体用固定ナットの生産効率化と品質
向上

株式会社三井住友銀行

3027120413 大阪府 株式会社カクノ 4120001028719 地盤改良工事の生産性向上計画 株式会社紀陽銀行

3027120414 大阪府 株式会社関西久保長 3120901006031
顧客の声の反映と海外展開を見据えた次世代パンミキサー
の試作

北おおさか信用金庫

3027120415 大阪府 サンエスダイカスト株式会社 9122001021839
薄肉・高強度なダイカスト部品生産の為の最新鋭鋳造シス
テムの導入

八尾商工会議所

3027120416 大阪府 株式会社三陽 1122001018660
ＣＮＣ立形複合研削盤導入による押出機部品製造プロセス
の改善

株式会社三井住友銀行

3027120417 大阪府 有限会社水野工業所 1120902001586 薬剤不要で作業効率ＵＰ！環境にやさしいものづくりへ 株式会社京都銀行

3027120418 大阪府 株式会社テラダ 4122001004930
世界初、半導体製造装置用“特殊精密メタルパッキン”の開
発と量産体制の構築

大阪シティ信用金庫

3027120420 大阪府 有限会社サンキ工業 5120902018445
切削工程の自動化で生産体制を再構築し重要保管部品製
造の生産性50%向上

尼崎信用金庫

3027120422 大阪府 有限会社三愛 8120002068495
レーザー加工機での『美麗な立体文字』内製化による屋内
外看板一括提供の実現

北おおさか信用金庫

3027120423 大阪府 サンライト化成株式会社 8122001018596
竪型射出成形機導入によるインサートタイプ樹脂成形品の
生産システムの先進化

株式会社池田泉州銀行

3027120424 大阪府 興亜紙工株式会社 5122001018450
雨水対策の防水コーティングにより，受注の障害を克服して
売上拡大

八尾商工会議所

3027120425 大阪府 有限会社カワイ彫刻工芸 9122002001096
高性能の放電加工機導入による自動車部品用金型の生産
プロセス改善

株式会社南都銀行

3027120428 大阪府 平金物株式会社 1122001019007
最新型シャーリング機の導入による高精度生産プロセスの
構築

大阪シティ信用金庫

3027120432 大阪府 林一二株式会社 5120001013364 小型高性能押出試作機の導入による試作作業の高効率化 税理士法人ＫＴＳ

3027120436 大阪府 株式会社オーニング京阪 3122001014781
テント・シート材の裁断工程・縫製工程における大幅な生産
性向上

福田純子

3027120439 大阪府 株式会社溝田ダイカスト 9120101006883
アルミダイカスト鋳造における高気密性確保に向けた開発事
業

株式会社共立コンサルタント

3027120441 大阪府 株式会社メーサイ 2120901010133 建設プロジェクトを効率化する地質調査サービスの革新 株式会社りそな銀行

3027120450 大阪府 株式会社山元紙包装社 9120001008889
会社名・ロゴマークの外注箔押し作業の内製化による小ロッ
ト多品種短納期の実現

株式会社関西みらい銀行

3027120452 大阪府 株式会社辻本 9120001084526 高機能高効率板ガラスエッジング加工技術開発事業 南谷龍

3027120453 大阪府 株式会社ａｒｔｉｃａｌ 1140001084069 IoTを活用した次世代ライブ収録サービスの開発・展開 大阪信用金庫

3027120456 大阪府 株式会社松谷金属 5120901025715
高性能プレス機と独自技術の融合による生産性向上と付加
価値向上の取組

尼崎信用金庫

3027120460 大阪府 株式会社大信金属 6120001096516
高性能マシニングセンタの導入による生産体制強化と付加
価値向上の取組

株式会社北陸銀行

3027120461 大阪府 八木金属株式会社 8122001007616
溶接工程の改善による洗面台アルミ部品製造の生産性向
上計画

株式会社エフアンドエム

3027120466 大阪府 米田精工株式会社 8122001008333
ステンレス製部品の短納期、低コスト、増産事業と働き方改
革

ＭＧＳ税理士法人

3027120468 大阪府 プリマール株式会社 8120901009970
チューブ充填機の導入による生産性向上とODM生産の拡大
による売上増大計画

北おおさか信用金庫

3027120470 大阪府 旭ゴム株式会社 9120001040933
３次元スキャナー導入によるリバースエンジニアリング実施
環境の構築

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120471 大阪府 株式会社シーダース 7140001096827
住宅室内壁面に細いピン1本で耐荷重を担保出来る機能性
フックの開発

株式会社関西みらい銀行

3027120473 大阪府 Ｊトップ株式会社 6120101028831 産業用高度排水処理設備の大型化の為の新構造の開発 堺商工会議所

3027120476 大阪府 株式会社ＡＦＲＥＸ 5120101000469
空調市場拡大に向け、熱交換器の省エネ等を実現するオー
ルアルミ化計画

株式会社エフアンドエム

3027120480 大阪府 久門紙器工業株式会社 1120001149443
自動搬送装置の導入による原紙供給プロセスの自動化と動
線の最適化による生産性向上

北大阪商工会議所

3027120481 大阪府 有限会社永勝工業 8120002006496
精度保証体制確立による生産から測定までの一貫生産ライ
ンの実現

大阪信用金庫

3027120497 大阪府 ヨーホー電子株式会社 6120001158365
窒素発生器導入による最先端高密度実装の実現及び実装
技術の向上

京都信用金庫

3027120502 大阪府 株式会社アオキ 8122001000125
ＣＦＲＰパネル切削加工の機械化による生産性向上と品質
安定化

東大阪商工会議所

3027120506 大阪府 株式会社西鉄工所 9120101042086
自動化設備と機械加工ネットワークによる高度自動化工場
の構築

大阪信用金庫

3027120509 大阪府 株式会社日照 5120901009874
最新タレットパンチプレス導入による機械加工の工程集約及
び照明器具の一貫生産体制構築

荒井裕貴

3027120510 大阪府 株式会社プレックス 8120001108401
生産プロセス改善でこだわりの味とかわいいをお待たせなし
にご提供

株式会社池田泉州銀行

3027120511 大阪府 阿川ランドセル株式会社 5120001016697
ランドセル市場拡大と形状変化に対応する生産工程の改善
計画

株式会社エフアンドエム

3027120514 大阪府 株式会社小山紙器 9120901000813 段ボール製品の自動加工機導入による生産性アップ計画 北おおさか信用金庫

3027120515 大阪府 株式会社恩地鉄工所 1120001186206
新幹線輪軸部品の無人生産体制構築による生産性向上及
び安定供給体制確立

大阪信用金庫

3027120517 大阪府 株式会社中安鉄工所 7120101023179 2台組み溶接ロボットステーションによる生産工程の自動化 大阪信用金庫

3027120519 大阪府 株式会社ティーオーエフ 4122001026719
フィルム圧着ダイレクトメールの超短期納入と生産性向上の
同時実現計画

大阪信用金庫

3027120520 大阪府 株式会社ＴＲＵＳＴ 2120903001188
３Ｄレーザースキャナーの導入による建築測量の納期短縮
化及び高品質化

尼崎信用金庫

3027120522 大阪府 株式会社永光工業 7120001115217
作業環境改善で活力増強を図り生産性向上を達成するロ
ボット導入計画

ひまわり経営サポート株式会社

3027120523 大阪府 株式会社左文字特殊印刷 4120001132462
商品パッケージ用エンボス加工機を導入し生産体制を確立
する事業

株式会社りそな銀行

3027120524 大阪府 株式会社ダイス 4120001035434
高ハイト対応型３軸マシニングセンター導入による大型金型
対応と売上増計画

大阪信用金庫

3027120526 大阪府 大阪テック株式会社 1120901023227
最新レーザー技術でスライドカバー生産効率と収益性の向
上を実現させる

株式会社池田泉州銀行

3027120536 大阪府 株式会社カワノラボ 1120901035602
粒径測定デバイス「ナノメジャー」による積層セラミックス材
料解析の高度化と迅速化

株式会社池田泉州銀行

3027120537 大阪府 株式会社カンプリ 3120901010677
商圏内のニッチトップを目指す製販一体型事業モデルの実
現

株式会社関西みらい銀行

3027120538 大阪府 株式会社谷口製作所 7122001004606
計量・梱包工程における自動化による品質向上とコストダウ
ン

國分博史
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3027120539 大阪府 株式会社竹原鉄工所 7120901001227
マシニングセンタ導入による樹脂容器射出成形装置部品の
生産性向上

北おおさか信用金庫

3027120540 大阪府 中辻金型工業株式会社 8122001005537
ワイヤ放電加工の24時間無人運転体制構築及びプレス金
型の短納期生産体制強化計画

荒井裕貴

3027120541 大阪府 株式会社テシマ 9120901019812
高圧ガス卸販売業務における管理業務のＩＴ化による生産性
向上

株式会社池田泉州銀行

3027120543 大阪府 丸八薬品工業株式会社 5120001031696
ラベル貼り装置導入による栄養ドリンクの生産プロセス改善
計画

株式会社三井住友銀行

3027120545 大阪府 株式会社ナニワ有機工業 1120101005348
３次元測定器の導入による試作品製造の大型化と収益力向
上計画

株式会社りそな銀行

3027120546 大阪府 株式会社雄交 4120001071603
液体カラー舗装用アスファルトの固体化による高効率生産
の提供

北おおさか信用金庫

3027120547 大阪府 大阪製罐株式会社 2122001008388
最新ベンダー機導入によるボトルネック解消と即納体制の
強化

大阪シティ信用金庫

3027120549 大阪府 株式会社ナガタカーボン 8120901016125
プログラミングとその入力工程の革新および複雑形状対応
による生産性向上

株式会社りそな銀行

3027120553 大阪府 有限会社光生工作所 3120002023810
CNC旋盤導入で長手部品の高精度加工と生産性向上によ
る新規拡大と短納期化

大阪シティ信用金庫

3027120555 大阪府 日本スチール工業株式会社 5122001002009
板金用穴開け加工の高度化による、建築部品の特殊加工
事業の拡大

尼崎信用金庫

3027120556 大阪府 株式会社倉田金属製作所 2122001021408
最新設備導入による生産性向上と顧客からの増産要望に伴
う事業拡大計画

大阪シティ信用金庫

3027120558 大阪府 株式会社酒井工業 4122001013989 高性能ロボット溶接機導入による一貫生産体制の強化 大阪信用金庫

3027120565 大阪府 株式会社ヒラサ製作所 8120001016050
電気自動車向け高性能モータ開発のためのアルミ削り出し
筐体の試作計画

株式会社京都銀行

3027120566 大阪府 株式会社源邑光北野刃物製作所 9120001017345
強みである高付加価値製品の安定生産へ向けたレーザー
彫刻機導入事業

のぞみ信用組合

3027120567 大阪府 株式会社上坊工業 3120101058014
「棒材から部品加工まで」革新的な一貫加工体制に挑戦す
る計画

株式会社共立コンサルタント

3027120568 大阪府 株式会社ヤマシロ 8120001011316
高品質樹脂切削品における切削及び鏡面仕上げの生産性･
品質向上事業

大阪商工信用金庫

3027120569 大阪府 株式会社升岡金型製作所 3120001156669
自動車向けLEDの大型電子回路基板金型の高精度化実現
及び耐摩耗性向上技術の確立計画

荒井裕貴

3027120570 大阪府 金陵電機株式会社 7120001054885
液体クロマトグラフなどへの測定試料 前処理自動ロボットシ
ステム開発

株式会社みずほ銀行

3027120572 大阪府 株式会社東亜アルミ技研 8122001004811
大型マシニングセンタ導入による自動車向け大型精密部品
の生産体制確立及び受注拡大計画

荒井裕貴

3027120576 大阪府 株式会社住吉金型製作所 9120001119273
高精度ワイヤ放電加工機導入による超精密プレス金型の加
工技術確立計画

大阪シティ信用金庫

3027120578 大阪府 株式会社池添板金 5120101054556
建築板金資材の高精度・高品質・納期短縮化に向けた切断
加工の完全内製化の確立

株式会社池田泉州銀行

3027120582 大阪府 株式会社スキル 2122001023998
デザイン性に優れた大型特注木製家具・什器の製造工程の
高度化

大阪信用金庫

3027120583 大阪府 ホシミ工業
最先端三次元ＣＡＭ導入による小ロット試作部品の生産プロ
セス改善計画

北おおさか信用金庫

3027120584 大阪府 株式会社アサヒ工作所 9120901008939
熱硬化性樹脂部品の高精度・短納期加工に対応する生産
性向上計画

株式会社京都銀行

3027120586 大阪府 有限会社旭工業所 5120102026975 半導体製造装置部品の大型化に対応した生産性向上計画 株式会社池田泉州銀行

3027120587 大阪府 株式会社ＡＶＡＮＴＧＡＲＤＥ 5122001025298
生産能力の拡大と製品精度・品質の向上でデザインを形に
する能力の更なる強化

大阪信用金庫

3027120589 大阪府 栄進工作所
最新設備導入による生産性・品質向上による顧客満足度の
向上

大阪シティ信用金庫

3027120590 大阪府 木田精工株式会社 4122001013329
高精度なめっき処理を実現するめっき装置の生産性向上計
画

株式会社エフアンドエム

3027120592 大阪府 ナガクラ工業
非破壊漏水調査技術の普及と調査～修繕までのワンストッ
プサービス

久保紀雄

3027120595 大阪府 株式会社大阪エース 4120901009165
製造工程の革新による和菓子等複雑な形状をした石鹸の量
産化

株式会社京都銀行

3027120601 大阪府 株式会社三洋 3010001034794
新型ハイブリッド高周波ウェルダー機導入による加工能力・
品質向上

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120602 大阪府 山陽株式会社 6120001023593
プレス成形による高精度ギア加工実現のための精密金型設
計及び製造技術の確立計画

荒井裕貴

3027120604 大阪府 株式会社ＮＡＳ 6120001186003
拡大する鉄道車両需要に応えるため、研磨加工を内製化、
自動化を実現する

株式会社エフアンドエム

3027120605 大阪府 有限会社テクノ神明 4120102003380
高性能CNC旋盤と独自技術の融合による生産性向上と付加
価値向上の取組

株式会社日本修身経営

3027120607 大阪府 有限会社川合鉄工所 2122002001094
高性能CNC旋盤の導入によって実現する生産性向上とニッ
チ戦略強化の取組

大阪シティ信用金庫

3027120609 大阪府 株式会社ＫＫＳ 9122001023018
大型順送プレス金型の内製化及び24時間無人加工による
低コスト生産体制確立

荒井裕貴

3027120612 大阪府 有限会社松本製作所 9120002012064
納期最短化に向けた画像寸法測定機導入による設備稼働
率向上計画

大阪シティ信用金庫

3027120613 大阪府 山本精工株式会社 1120001019159
超短納期対応力を強化するための旋盤加工工程の生産能
力向上計画

株式会社関西みらい銀行

3027120621 大阪府 岡部機械株式会社 5260001001586
商品在庫・品質情報即時公開システム構築による中古工作
機械拡販

株式会社ゼロプラス

3027120623 大阪府 株式会社ネクサス分析センター 7120001176515
電子顕微鏡導入による独自の石綿一貫調査プロセスの確
立

京都信用金庫

3027120624 大阪府 有限会社上田紙器 5120002073622
少ロット多品種化への対応と新事業の拡大のための設備導
入

株式会社りそな銀行

3027120626 大阪府 株式会社三木製作所 6120001050745
3次元ファイバーレーザーによる高意匠・微細柄エンボス
ロールの開発

大阪商工会議所

3027120633 大阪府 株式会社モデック 6120003005391
横型タッピングボール盤を導入し、調剤ロボットの試作開発
をサポートする取組

森下勉

3027120634 大阪府 河陽電線株式会社 6122001015208 導電性塩化ビニル素材のロケーティングワイヤーの製品化 大東商工会議所

3027120636 大阪府 株式会社ヒューテック 5120001138806
難削材の多品種精密成形加工を実現するワイヤー放電加
工技術の革新

大阪シティ信用金庫

3027120639 大阪府 江見印刷紙工株式会社 2120101030510
菓子会社の強い衛生管理要望に応えケーキ台紙自動機を
導入し内製化

中上祐次郎

3027120641 大阪府 デンタルラボ入江
歯根や顎への負担を軽減する精度の高い3重構造冠の開発
事業

アイアンドアイ株式会社

3027120643 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品
の受注拡大

大阪シティ信用金庫

3027120645 大阪府 宝工業株式会社 6120001015343
最新ブレーキプレス導入による落下防止金具の多品種生産
及び安定供給体制確立

株式会社京都銀行

3027120647 大阪府 サンワプレート
新型彫刻機の導入による多品種小ロット品の短納期体制確
立

大阪シティ信用金庫
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3027120649 大阪府 豊中計装株式会社 9120901024754
特許技術の独自通信機能を持ったＩｏＴ複合センサーユニット
の開発

株式会社関西みらい銀行

3027120651 大阪府 株式会社井上工作所 7120001004790
建築鉄骨製作のみならず、仮設橋梁部材の量産化への本
格的な進出体制の構築（３５）

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120654 大阪府 株式会社西田技研 9120101027194
新設備導入による人工芝の新素材充填剤の生産力強化お
よびコスト競争力強化

株式会社りそな銀行

3027120655 大阪府 株式会社プラス 2120002011923
人生１００年時代を支える歯の健康に寄与するオーラルケア
商品用の金型開発

村井愛

3027120658 大阪府 株式会社福本仏具店 4120001088358
仏具業界の環境変化に対応するためのニッチ分野への集
中事業

株式会社みずほ銀行

3027120661 大阪府 松本製菓株式会社 8122001022342
可食プリンターとピロー包装機の導入によるオリジナル米菓
の生産体制確立

大阪シティ信用金庫

3027120664 大阪府 ナイス株式会社 2120001024612
成型加工機等の導入による試作開発の推進とオリジナル防
具の機能向上

株式会社商工組合中央金庫

3027120669 大阪府 株式会社Ｎ．Ｔ．Ｉ 5120001188685
ＮＣルータマシンと独自技術の融合により生産能力を増強す
る計画

北おおさか信用金庫

3027120673 大阪府 株式会社ヤマトウ 3120001158335
競争優位性確保のための複合機導入による工程の簡素化
と高精度化

一般社団法人ヒューリットＭＦ

3027120676 大阪府 株式会社マスパック 9120901010036
段ボール用インクジェット印刷機などの導入による多品種・
少量対応

井関新吾

3027120679 大阪府 松岡広告株式会社 9120001033747
見直される「屋外広告」の優位性を実現する高性能印刷機
の導入

株式会社ファーストグローバルコンサルティン
グ

3027120682 大阪府 株式会社山形鉄工所 2122001024600
顧客からの量産・加工精度要望に応えて設備導入し収益力
向上を図る

株式会社北陸銀行

3027120684 大阪府 三優ライト工業株式会社 1122001003324
インサート部品供給方法の改善による精密プラスチック成形
品の生産性向上

中山寿光

3027120686 大阪府 エーアイティー
セル生産投入用パレタイジングロボットシステム開発による
収益基盤の確立

株式会社池田泉州銀行

3027120687 大阪府 ヤルカーセラミックス株式会社 5120901010155 集塵システムの導入による間接業務の削減と生産性の向上 尼崎信用金庫

3027120688 大阪府 株式会社大阪歯切工場 1120001031964
食品製造機械の静音化・エネルギーコスト削減のための高
精度歯車の製作

税理士法人第一会計

3027120689 大阪府 伊藤電機株式会社 1120901000168
下面電極部品の検査技術の確立とリワーク専門事業の展
開による生産性向上計画

倉内貞敏

3027120691 大阪府 株式会社シブヤ 5120001051926
文房具ECサイトの日本一を目指し、自動梱包ライン導入に
よる顧客対応力強化

株式会社阿波銀行

3027120692 大阪府 和田精工株式会社 2120101007847
工程改善による高精度高品質なプラスチック試作加工の短
納期化

株式会社紀陽銀行

3027120693 大阪府 株式会社田中工業所 9122001019239
新型マシニングセンタ導入によるゴム部品金型の増産と生
産性向上

八尾商工会議所

3027120695 大阪府 株式会社北畠特殊金属 1122001025285
極細線材の直線切断加工技術の高精度化、高速化による
先端産業分野の需要獲得

株式会社南都銀行

3027120696 大阪府 株式会社ヤマリセンサシステム 4120901030831
温度センサー用補償導線制作の準備工程の自動化による
生産性向上

岩佐修二

3027120700 大阪府 ヒカリ株式会社 1120101047844
精密かつ大型金型の後工程の手間を最小化する高品質な
超精密溶接補修

アクセルコンサルティング株式会社

3027120701 大阪府 有限会社日高アルミ製作所 1140002042265
快適な公共的建築空間を創る室内ドア用長尺アルミレール
製造の生産性向上

特定非営利活動法人ＡＴＡＣ・ＭＡＴＥ奈良

3027120702 大阪府 有限会社ナガハル金型製作所 8120902019275
医療用カテーテル用金型の細穴加工の高度化と生産性向
上計画

伊達万祥

3027120703 大阪府 株式会社関西ステンレスセンター 8120101036460
プラズマCNC切断機導入による免震ゴム用金属加工の高精
度化

株式会社池田泉州銀行

3027120706 大阪府 株式会社濱田工作所 7120001189896
最新のマシニングセンター導入による建設機械部品の量産
体制確立

村上晃司

3027120707 大阪府 己波製本所
精密な小ロット折り加工技術への取り組みによる地域観光
印刷物需要への対応

大阪シティ信用金庫

3027120709 大阪府 株式会社マルキ化粧合板 1120101025767
うづくり機導入による生産性の向上と隙間市場の革新的拡
大戦略

大阪信用金庫

3027120710 大阪府 和田電器株式会社 9120001158395
Ｐｂフリーソルダリングマシン導入による高品質基板実装の
実現で生産性向上

京都信用金庫

3027120711 大阪府 株式会社小川建装工業 2120101029115
グリップアンカーの穴を素早く綺麗に埋める「グリップアン
カー補修ボルト」量産計画

株式会社池田泉州銀行

3027120713 大阪府 株式会社サンユー 5120001020360
高機能大型ジョイント部品の競争力強化を実現する生産プ
ロセスの革新

山本高久

3027120714 大阪府 ディーズパレット株式会社 7120101049579
健康や環境にも配慮された家づくりを実現するためセルロー
スファイバー断熱材の自社開発

山田典正

3027120716 大阪府 株式会社ニード精研 8122001012764 検査工程の完全内製化による受注の獲得 尼崎信用金庫

3027120717 大阪府 株式会社ナガタニ 1122001005543
３次元CADシステムと自動裁断機の連動による自社ブランド
開発強化

株式会社みずほ銀行

3027120718 大阪府 株式会社三先 2120001029909 設備導入による「ドマスター」増産計画 尼崎信用金庫

3027120719 大阪府 株式会社ケンロック 2120901000745
ＮＣ線材加工機導入による新商品開発・小ロット対応・短納
期化の実現

株式会社京都銀行

3027120720 大阪府 有限会社リキハート 7120002006373 ランドリークリーニングの品質アップと時間短縮事業 大同信用組合

3027120722 大阪府 株式会社実広板金 4120101051595
金属建材製造から施工までのワンストップ化での更なる差
別化の取組

大阪信用金庫

3027120723 大阪府 株式会社天吉 8120001016769
へら絞り用高性能自動スピニング機導入による試作開発と
内製化による事業拡充

江崎正晃

3027120724 大阪府 大五化成工業株式会社 2120001110569
ハイブリッド式射出成型機によるプラスチック製医薬品容器
の開発

安柄植

3027120726 大阪府 株式会社ハイテック 3120901009901
切削加工ロボットシステム導入によるテフロン樹脂加工の生
産性向上

北おおさか信用金庫

3027120727 大阪府 日理工業株式会社 9120101035750
シャフト測定システム導入によるシャフト試作業務の効率化
の達成

株式会社関西みらい銀行

3027120731 大阪府 畑鉄工株式会社 3122001009229
最新設備導入による電池用電気接続機器等の部品の高精
度加工と生産能力向上

株式会社関西みらい銀行

3027120732 大阪府 株式会社新栄精工 7122001029652 化粧品用成型品の射出成型工程の短納期化・精度向上 株式会社香川銀行

3027120734 大阪府 株式会社稲垣精密工作所 6120001204937
宇宙開発産業部品の高精度・高速加工に対する新たな加工
法の創出

大阪シティ信用金庫

3027120735 大阪府 モンマ工業株式会社 2120001103556
優れた環境性能を有する国産薄肉容器の増産体制確立と
競争力強化の実現

山本高久

3027120736 大阪府 吉井服装株式会社 1120001011396
難素材への対応力強化と生産能力拡大による売上・利益の
拡大計画

森口雅弘

3027120737 大阪府 有限会社板原金属 5122002016494
特許製品である革新的ジョイント部品の増産体制構築と生
産性向上の実現

山本高久

3027120738 大阪府 シード株式会社 3122001003033
顧客ニーズに対応した縫製前工程の革新的生産プロセス改
善計画

大阪シティ信用金庫
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3027120741 大阪府 大阪金型部品工業株式会社 1122001018033
ターニングセンター導入による大型の産業機械用精密部品
の生産体制確立

大阪シティ信用金庫

3027120742 大阪府 株式会社新城製作所 5120001195525
スマートハウス、住設家電設備向け高精度特注ナットの開発
及び生産体制の構築

アドバンスト・エム株式会社

3027120743 大阪府 豊國石油株式会社 3120101008596
開発スピードの向上、また新規顧客へ販売展開する為の複
合潤滑試験機導入

合同会社繁盛マネジメント舎

3027120744 大阪府 株式会社紀和製作所 6120001157318
CNC/普通旋盤を導入し個別受注による製品の生産性向上
と品質の安定化

一般財団法人 南都経済研究所

3027120745 大阪府 株式会社キソパワーツール 2120001005075
NCフライス盤導入による内製化の実現、品質の向上、時間
短縮による省力化

大阪シティ信用金庫

3027120746 大阪府 理光フロートテクノロジー株式会社 2120101031335
精密生地切断機導入による燃料計用完全独立気泡フロート
の超低比重化実現

大阪府商工会連合会

3027120749 大阪府 山陽製紙株式会社 8120101044117
低価格化と品質向上によるコピー用紙のクローズドリサイク
ルの確立

大阪府商工会連合会

3027120750 大阪府 株式会社ＷＥＳＴ　ｉｎｘ 4120001148376
組み立て生産工程への自動機導入による生産性の大幅向
上

株式会社池田泉州銀行

3027120754 大阪府 ニチマン工業株式会社 1120901025140
超精密複合多目的円筒研削盤による金型製作の生産性向
上と顧客開拓の実現

尼崎信用金庫

3027120757 大阪府 株式会社三星製作所 9120101002643
新生産管理システム導入とトレーサビリティのスピード化を
図る

堺商工会議所

3027120759 大阪府 大和鋼業株式会社 6120001015475
大型旋盤導入による内製化体制を構築し社内改革を推進す
る計画

大阪シティ信用金庫

3027120760 大阪府 株式会社アール・ピー・トレード 4120001103950 平型カッティングマシン導入による社内量産体制の構築 北おおさか信用金庫

3027120763 大阪府 株式会社いづみあられ本舗 7120101036156
小型ピロー包装機の導入により製造現場における作業効率
の向上を実現する事業

岸和田商工会議所

3027120768 大阪府 株式会社小島金属 2122001026563
段取作業のオフライン化による小ロット・短納期生産プロセ
スの構築

大阪シティ信用金庫

3027120772 大阪府 株式会社三進 3120001009827
フランジ加工機導入による小口径ステンレス配管工法の確
立（省エネ化）

大阪シティ信用金庫

3027120776 大阪府 広瀬鉄工株式会社 4120001013423
生産性向上によるカスタマイズ製品の供給安定化と納期対
応力強化

株式会社ＧＩＭＳ

3027120780 大阪府 株式会社プリント大阪 2122001019922
平綴製本機導入で短納期・低コスト化を実現し新規受注の
拡大

八尾商工会議所

3027120781 大阪府 株式会社小西製作所 6120101002415
ラジアルベアリング組立工程の全自動化による顧客ニーズ
への対応

堺商工会議所

3027120782 大阪府 西村歯科口腔外科クリニック
革新的インプラント治療の実現とデンタルデータバンクサー
ビスの開発

山本高久

3027120786 大阪府 平山精機株式会社 9120901025380
表面実装機、産業用製造装置向け部品の内径研削の高精
度化による生産性の向上

アドバンスト・エム株式会社

3027120788 大阪府 平安高周波工業株式会社 5122001006496
最新高周波設備の導入による生産能力並びに加工精度の
向上

尼崎信用金庫

3027120789 大阪府 株式会社ケーブレイジング 1122001030260
高周波誘導加熱装置導入による電気接点部品の生産性と
品質の向上

株式会社関西みらい銀行

3027120790 大阪府 株式会社ＨＣＩ 1120101039255
多芯ＷＨ自動ネジ締め・ハンダ付けロボットシステム試作開
発

株式会社京都銀行

3027120791 大阪府 株式会社近畿精機製作所 7122001016171
研磨ユニット導入による加工治具並びに検査治具の工程集
約及び大型化への取組

京都信用金庫

3027120795 大阪府 株式会社ヤマトミ 7122001022723
建設市場の活性化を見据えた空調用断熱材の多品種少量
生産能力獲得

大阪シティ信用金庫

3027120796 大阪府 アワタ精研株式会社 9120101033465 ボトルネック工程の改善による生産性向上への取組み 中野愛子

3027120797 大阪府 Ｚｅｒｏｂａｓｅ
多品種少量の受注に対応できる連続加工と単品加工図面
作成サービスによる市場シエア拡大

株式会社池田泉州銀行

3027120798 大阪府 株式会社浪花製作所 4120001050284
対話型操作機能を備えたＣＮＣ旋盤導入による金型内製化
の促進

株式会社池田泉州銀行

3027120799 大阪府 有限会社三光製作所 3120002014735 マシニングセンターの活用によるリピート部品加工の自動化 株式会社関西みらい銀行

3027120800 大阪府 清田軌道工業株式会社 5120001062840
商品･部材･構成情報の電子管理システム導入による見積
設計工程改善と受注数拡大

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027120801 大阪府 サコベ株式会社 4120101038139
塗装工程の外段取化によるドラム缶更生作業の生産性の向
上と生産能力の拡大

大阪信用金庫

3027120802 大阪府 栗原木工株式会社 2120001157387
5軸制御ＮＣルーター導入による新技術で革新的生産性向
上の実現

京都信用金庫

3027120803 大阪府 株式会社ウエダ美粧堂 7122001017806
整毛工程の生産能力向上により、高品質な原毛や化粧筆の
輸出促進

八尾商工会議所

3027120805 大阪府 リグナイト株式会社 8120001168494
高機能で高品質、さらに安価な狭粒度分布幅の球状フェ
ノール樹脂の開発

梅津善一

3027120806 大阪府 田中鉄工有限会社 7120002078611
自動車部品金型における新たな設計技術の確立による短納
期化の実現

山本高久

3027120807 大阪府 有限会社荒井鈑金工作所 7120902017032 高性能動力折曲機導入による品質向上と加工能力拡大 杉本友彦

3027120809 大阪府 株式会社野中製作所 3122001009352 『高付加価値製品』と『量産品』双方の受注受入体制の確立 京都信用金庫

3027120811 大阪府 大阪車輌株式会社 7120901023221
「人にしかできない仕事」に社員が集中できる職場環境の構
築事業

株式会社愛媛銀行

3027120814 大阪府 株式会社コムラ製作所 9122001018430
複合CNC旋盤導入による受注増に対応できる生産性及び製
品品質の向上

株式会社商工組合中央金庫

3027120815 大阪府 株式会社栄和ロックス 8120001213572
自動ブレーキ金型製品の生産性向上とワイヤーカット加工
工程の高精度化

伊達万祥

3027120816 大阪府 株式会社シェ・ナカツカ 4120901040450
バターサンドを中心とした贈答用洋菓子のフィルム包装工程
の高度化と生産性の向上

伊達万祥

3027120818 大阪府 株式会社ロックリバー 2120101051457
ボーリングダボ打ち機導入による建材加工の生産プロセス
の改善計画

株式会社池田泉州銀行

3027120820 大阪府 有限会社ＳＥＩＥＩ 6120002057434
長尺もの対応且つ高精度・高効率生産加工による付加価値
額増大計画

株式会社関西みらい銀行

3027120824 大阪府 株式会社共進 6122001001959
生産工程の見直しと効率化の実現のための先端的多関節
ロボットの導入

大阪シティ信用金庫

3027120831 大阪府 有限会社さんけん 6120002011184
自動ストック機能付射出成型機の活用による安定的生産体
制の確立

大阪信用金庫

3027120832 大阪府 株式会社ニシマツテント 2120001000919
最新型インクジェットプリンター導入によるデザインテントの
生産力向上計画

大阪信用金庫

3027120841 大阪府 株式会社マルユウ食品 8120101040867
エネルギー効率に優れた低温高湿度解凍装置導入による
製品品質・生産効率向上計画

大阪信用金庫

3027120842 大阪府 協和化工株式会社 6120101001961 スマート農業におけるアクチュエータ筐体生産の工程改善 株式会社池田泉州銀行

3027120846 大阪府 株式会社ゲンショウ 6120001020104
ＥＶ車の基盤ネジに発生する亜鉛ウイスカ抑制によるＥＶ車
市場の収益拡大

大阪シティ信用金庫

3027120848 大阪府 株式会社コダマガラス 8122001023209
自動梱包システム導入によるガラス製品生産プロセスの革
新的改善

株式会社関西みらい銀行
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3027120855 大阪府 株式会社山中鉄工所 6122001023202
最新NC装置を活用した工程数削減と次世代へつなぐ生産
体制の構築

株式会社関西みらい銀行

3027120856 大阪府 株式会社Ｍ・Ｋテック 8120101023715
ベアリング部品の超高精度化・短納期化による生産性向上
の実現

株式会社フラッグシップ経営

3027120863 大阪府 阪南チーズ染晒協同組合 9120105006418
省エネ対流式乾燥による生産性革新と大ロット注文増加計
画

大阪信用金庫

3027120864 大阪府 株式会社中島電機製作所 4120901011641
小型チップ実装での半田印刷不良の発生抑制と早期検出の
ための製造ライン実現

株式会社池田泉州銀行

3027120865 大阪府 千代田興業株式会社 2120001067165
海外人材を活用した国内ロボットシステム構築事業への新
規参入

株式会社ゼロプラス

3027120866 大阪府 株式会社ヒサノ 7120101023955
直線縁貼機導入のボトルネック解消による建材生産プロセ
ス改善計画

大阪信用金庫

3027120870 大阪府 株式会社エム・エス建設 6120001162920 IoT設備で地盤改良工事の自動制御化による生産性の向上 株式会社関西みらい銀行

3027120872 大阪府 奥野鋼材株式会社 8122001001305
両面フライス盤導入による幅60mm以下の金型用鋼材加工
能力の獲得

株式会社ゼロプラス

3027120879 大阪府 大阪精密機械株式会社 3122001008395
最新加工機とローテクを融合した高精度歯車測定機の生産
性向上計画

株式会社商工組合中央金庫

3027120880 大阪府 株式会社大谷機械製作所 4120001054302
AI/IoTを使い熟練工の作業を再現する鍛造機械の開発で技
術伝承に貢献

株式会社京都銀行

3027120884 大阪府 有限会社八龍歯車工作所 6122002014514
最新自動ホブ研削盤による高精度短納期化を実現する小型
歯車製造体制強化

マネーコンシェルジュ税理士法人

3027120885 大阪府 株式会社あかおに鉄工所 8122001030989
マシニングセンター増設による、ベアリング事業と機械ベー
ス事業の両立

株式会社ゼロプラス

3027120890 大阪府 ＳＬＳ株式会社 1120901017617
高効率かつ大量受付可能な「暮らしのレスキューサービス」
を実現するクラウドＣＴＩ・ＣＲＭシステムの導入

株式会社池田泉州銀行

3027120891 大阪府 株式会社松平精工 3120001001965
業界最高水準の検査体制を確立し、電気自動車業界への
参入を実現

株式会社フラッグシップ経営

3027120893 大阪府 株式会社山﨑木工所 4122001016050
ＣＮＣ楕円ホゾ加工機によるホゾ加工の生産工程の短縮と
精度の向上

京都信用金庫

3027120896 大阪府 株式会社ビズジーン 5120901039748
風邪の原因を明らかにする世界初の遺伝子情報解析新技
術の開発

尼崎信用金庫

3027120898 大阪府 ジョプラックス株式会社 9120001147043
プラスチック製品の冷熱サイクル試験効率化によるＱＣＤの
向上

京都信用金庫

3027120902 大阪府 旭化工株式会社 1122001000197
内部資材管理体制構築に伴うミクロ連通気泡ゴムスポンジ
材の生産向上及び製造販売

畑俊雄

3027120904 大阪府 株式会社エヌエンジニアリング 3120101031937
ギア製品のバイオマスプラスチック樹脂によるスーパーエン
プラへの挑戦

株式会社ダイワマネジメント

3027120906 大阪府 株式会社和光化学 3122002002744
インサート成形における手作業工程のロボット化による飛躍
的な生産性向上の実現

株式会社ダイワマネジメント

3027120908 大阪府 鈴木美術印刷株式会社 2120001038620
全自動紙折機導入による生産性向上、一貫生産体制構築
による利益拡大事業

尼崎信用金庫

3027120910 大阪府 梅田印刷株式会社 3122001000716
超多品種小ロット対応とプリプレス工程の高速化推進による
新分野への取組み

株式会社池田泉州銀行

3027120911 大阪府 株式会社ソリッドツール 6122001004061
超高精度自動検査装置の導入による「全数検査体制の構
築」と「世界最高水準品質の実現」

株式会社三井住友銀行

3027120912 大阪府 神藤タオル株式会社 5120101039788
生産設備の稼動状況の見える化による業務効率化と生産
性の向上。

株式会社池田泉州銀行

3027120914 大阪府 有限会社ヨシダハンガー 1122002009618
CADと成型機の高度なIT連携による特殊固定冶具の自動生
産体制の構築

株式会社ダイワマネジメント

3027120915 大阪府 株式会社イシダ工作所 9120001162281
医療品包装設備に用いられる両面複雑加工部品の加工技
術の高精度化と高効率化

株式会社商工組合中央金庫

3027120916 大阪府 株式会社佐々木製作所 5120901023900
線材部品に特化した自動溶接セルの構築と生産プロセス全
体の自動生産化の取組み

株式会社池田泉州銀行

3027120917 大阪府 ニチエーポリマー株式会社 7122001005967
生分解性プラスチック製品及び成形加工技術開発による中
長期的収益構造の確立

株式会社ダイワマネジメント

3027120918 大阪府 興和製作所
小規模事業者のエンジニアリングプラスチックに対応した高
精度成形技術確立への挑戦

大阪信用金庫

3027120920 大阪府 株式会社粉由 2120101047918 パレタイザー導入による生産ラインの革新 明和マネジメント税理士法人

3027120921 大阪府
株式会社ステュディオ・ダ・ルチザン・インター
ナショナル

1120001044462
3次元バーチャルサンプル活用による企画・デザイン開発工
程の生産改善

クレアスト株式会社

3027120922 大阪府 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615
地域情報を用いた旅行者おもてなしサービスの開発とその
普及拡大

株式会社池田泉州銀行

3027120924 大阪府 アイン食品株式会社 1120101043364
低・未利用資源である畜骨を原料とした液体だしの生産ライ
ン導入

和泉商工会議所

3027120925 大阪府 株式会社織田製作所 9122001001270
「特許出願した高精度ニッパ」の製品化・量産化を実現する
計画

ひまわり経営サポート株式会社

3027120926 大阪府 大光紙工株式会社 6120001157722
ブレーキ装置の自動化による品質の安定、生産性向上と技
術継承

京都信用金庫

3027120927 大阪府 有限会社アシスト 9120002041402
熟練作業員からの依存脱却！生産性向上を実現する特殊
刃曲機導入計画

一般社団法人ヒューリットＭＦ

3027120928 大阪府 株式会社金沢化成工業所 3120001017160
リサイクル樹脂製ハンガーの品質向上と大量生産を可能に
するための設備投資計画

ＭＳＣ税理士法人

3027120930 大阪府 有限会社五感 2120002066042
設備導入によりインバウンド(観光客)向けの商品開発・市場
投入による競争力強化

株式会社池田泉州銀行

3027120931 大阪府 有限会社箸中化成 9120002025545
CNC旋盤導入による医療機器部品市場の販路拡大と労働
生産性の向上

税理士法人プロスト

3027120933 大阪府 ニッソクセンサー株式会社 6120001039425
熱電対自動校正装置による温度試験効率向上とJIS1級品
質保証による受注拡大

株式会社みずほ銀行

3027120937 大阪府 大一電機株式会社 8120001012743
金属加工技術の高度化による高難易度電力インフラ部品の
安定量産体制の確立

株式会社池田泉州銀行

3027120938 大阪府 東尾メック株式会社 1120101034058
樹脂管継手・ステンレス継手の販路拡大に向けた三次元測
定機の導入と量産体制構築

株式会社りそな銀行

3027120940 大阪府 共栄化学工業株式会社 5122001018285
樹脂加熱炉によるアクリル板曲げ加工の生産性向上および
品質安定化

尾中寿

3027120943 大阪府 増井研磨工業所 ダイヤル式無段階研磨機導入による生産効率向上 株式会社大阪中央会計事務所

3027120945 大阪府 アンファン株式会社 3122001014963
メイン商材の改良による既存事業のコスト削減と卸部門の販
路拡大による事業の健全化

大阪信用金庫

3027120947 大阪府 Ｙｓｔｙｌｅ株式会社 3120901040583
主力商品の生産性向上に伴う販路拡大と新サービス「マカ
ロンのオーダーメイド」の市場投入による成長戦略

田中啓允

3027120950 大阪府 株式会社清光 8120001156037
複合・加工ロボットによる高精度、特殊形状加工の高度化の
実現

的場俊雄

3027120951 大阪府 株式会社松永製作所 3120901002055 深絞り加工の高度化による高級内釜の量産体制の構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

3027120952 大阪府 岡井畳商店
逢着・圧着による薄畳製造と外国人への畳製造工程の見学
会

大東商工会議所

3027120953 大阪府 株式会社佐々木製菓 3120001005322
新ブランド構築でロス削減と品質の安定化を図りブランド力
を向上させる

大阪商工会議所



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

3027120954 大阪府 ダイハツ北部販売株式会社 9120901028417
最新塗装ブース導入による福祉車両向け革新的塗装サービ
ス体制の構築

税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

3027120956 大阪府 株式会社高電社 3120001005297
ニューラルネットワークAIソフトを導入し、ハイブリッド型翻訳
エンジンを主軸に新展開を図る計画

古屋敷博文

3027120961 大阪府 株式会社柏原歯車製作所 8120001151574
大型建機用減速機の耐久性、生産性向上のための大クラウ
ニング加工法（※1）による歯車の開発

北大阪商工会議所

3027120962 大阪府 オーエム工業株式会社 2120001157189
塗装ブース及び給油装置の導入による、塗装不良の軽減及
び製造環境の向上

京都信用金庫

3027120963 大阪府 若水技研株式会社 4122001008007
高機能フィルム製造のためロールに微細溝加工するレー
ザー加工装置の開発

ひまわり経営サポート株式会社

3027120965 大阪府 光陽レース株式会社 3120101041416
フリーズドライ食品の自動充填化による生産性向上と働き方
改革

株式会社紀陽銀行

3027120967 大阪府 株式会社信和興業 3120901001049
高性能クランクプレスの導入による生産性向上と付加価値
向上の取組

株式会社日本修身経営

3027120970 大阪府 清家鉄工株式会社 6120001012101
小型部品専用ライン構築による副資材の高精度化・短納期
化

株式会社ゼロプラス

3027120971 大阪府 山本精密株式会社 2120001021989
高機能ＣＮＣ自動旋盤の導入による高精度加工及び生産性
向上

八尾商工会議所

3027120982 大阪府 國見工作所
５軸マシニングセンタによる自動運転電気自動車用のベアリ
ング金型製作

大阪シティ信用金庫

3027120983 大阪府 株式会社池田製機工業所 8120001155253
精密機械装置のユニット製品の高精度化、短納期化による
生産性の向上

アドバンスト・エム株式会社

3027120986 大阪府 株式会社森下商会 7120101007297
全車種対応タクシー料金メーター検定機新設による検定
サービス事業の競争力強化

のぞみ信用組合

3027120989 大阪府 株式会社寺坂合金製作所 9122001004926 防災用真鍮製部品の高精度化、短納期化技術の確立 大阪商工信用金庫

3027120990 大阪府 象印チエンブロツク株式会社 5120101026605 新型NC転造盤の導入による加工時間短縮と品質の向上 大阪府商工会連合会

3027120992 大阪府 有限会社ゼロファクトリー 9120002001199
ＵＶプリンタとレーザー機導入による審美性に富むアクリル
製品の提案型新展開

大阪シティ信用金庫

3027120993 大阪府 株式会社東邦金属工業所 5120001013091
ロボット自動溶接機導入による成形工程の省力・自動化計
画

大阪シティ信用金庫

3027120994 大阪府 株式会社阪奈 7120001021373 マシニングセンター導入による特殊フランジ短納期対応強化 大阪シティ信用金庫

3027120997 大阪府 株式会社アリエ 2120101000463
トータルファッションアイテムの超短納期生産体制の強化計
画

株式会社池田泉州銀行

3027121000 大阪府 栗山縫製株式会社 9122001002236
最新型生産設備導入により「緊急衣料」事業の加工精度と
生産性の向上を図る

株式会社ティグレ

3027121005 大阪府 株式会社光製作所 1120001013392
高性能レーザ切断機による製造力向上と溶接機の能力最
大化

大阪シティ信用金庫

3027121009 大阪府 株式会社小泉製作所 1120101003112
匠の溶接技術のデジタル化による軽量構造体の品質と生産
性の向上

堺商工会議所

3027121011 大阪府 株式会社アクアテック 4122001008989
マイクロ流体デバイスに簡単接続が可能なマイクロポンプア
レーの試作開発

大東商工会議所

3027121012 大阪府 有限会社新明金属工業所 5120002027306
全自動金型交換による制御の高度化と曲げ加工の高精度
化による生産性の向上

アドバンスト・エム株式会社

3027121019 大阪府 ハイテン工業株式会社 1120101031121
高精度CNC旋盤導入による超硬金型の高効率生産の確立
と新事業への展開。

堺商工会議所

3027121024 大阪府 有限会社東宝ラベル 5120902007134
オリジナル携帯マスクケースの提案力強化と少量多品種提
供の実現

株式会社ＧＩＭＳ

3027121025 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
市場拡大するシートマスク化粧品の充填設備導入と差別化
商品開発

大阪商工会議所

3027121032 大阪府 株式会社ユニソンプラネット 2120001171017 ＡＩが自動でＥＣサイトのＷＥＢ施策最適化を行うサービス 若杉拓弥

3027121033 大阪府 有限会社鋼板工業所 7120102016792
最新型シャーリングマシン導入による成長産業における生
産性の向上

大阪信用金庫

3027121035 大阪府 山和ワイヤリング株式会社 9122001003003
圧延工程の高度化による環境に優しい底曳き網用製品の開
発

アドバンスト・エム株式会社

3027121036 大阪府 有限会社松原リード 3120102014593
金筬製造の高精細化、高品質化のための精密測定技術に
よる生産性の向上

アドバンスト・エム株式会社

3027121041 大阪府 株式会社堺精機工業所 4120101002549
特殊専用設備製造に於ける作業工程改善による付加価値
増大。

堺商工会議所

3027121042 大阪府 株式会社ダイコー製作所 7122001012765
複合旋盤加工機導入によるアルミダイカスト二次加工の生
産性向上

株式会社南都銀行

3027121046 大阪府 株式会社スタッフ 7120001157622
リバース機能を使った製品開発の加速と高判別化による付
加価値の向上

守口門真商工会議所

3027121050 大阪府 カシテック株式会社 3122001027057
高精度画像検査装置導入による水道メーター用樹脂ギヤの
不良撲滅

八尾商工会議所

3027121054 大阪府 株式会社ミルフィーユ 8120901008808
新たなカット方式の採用による生産力向上と新商品開発に
より地域NO１企業へ

税理士法人カインズ

3027121055 大阪府 有限会社長野刺繡 9120902007163
12ヶ所同時加工が可能となる12頭機刺繍機による生産性向
上と新市場開拓の実現

大阪信用金庫

3027121056 大阪府 有限会社土屋製作所 4122002014301
難削材の高精度加工の量産実現による部品生産・売上向上
計画

大阪シティ信用金庫

3027121058 大阪府 有限会社プラセス精工 5120002076823
形彫り放電加工機導入による高精度加工と生産性向上実
現、及び新分野への取り組み拡大計画

ひまわり経営サポート株式会社

3027121059 大阪府 株式会社オフィスワン 7120001137211
現場目線とIoTを活用し、新たな安心を提供する在宅介護支
援システムの構築

株式会社池田泉州銀行

3027121062 大阪府 株式会社ポリセンター 5122001020142
高品質プラスチック製袋機を導入し品質改善と生産性向上
を図る

株式会社三井住友銀行

3027121065 大阪府 株式会社箭木木工所 4122001016026
天然無垢材を活用した本物志向の高品質オーダー家具の
生産性の向上

アドバンスト・エム株式会社

3027121070 大阪府 株式会社永田製作所 7120001057310
ノウハウ・熟練度に左右されず多様なニーズに迅速に対応
可能な部品加工ベンディングマシン

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027121072 大阪府 株式会社山片金型 6122001007551
ワイヤ放電加工機導入によるプラスチック射出成型用金型
の量産体制確立

ひまわり経営サポート株式会社

3027121073 大阪府 有限会社ユウア工業 5120002024410 最新のＣＮＣ旋盤導入による自動車部品の生産体制の確立 株式会社京都銀行

3027121074 大阪府 柏原計器工業株式会社 8122001020858
高性能密封装置の導入によるスマート水道メーター増産体
制の確立

八尾商工会議所

3027121076 大阪府 株式会社協同精工 7120101001944
ステンレス製大径長尺部品の高精度化及び低コスト・短納
期化計画

中田聡

3027121078 大阪府 株式会社ＡＴＳ 3120001191336
産業用機械装置の部品加工の高精度化、短納期化による
生産性の向上

尼崎信用金庫

3027121085 大阪府 株式会社京伸 2120001159937
ファイバーレーザー溶接機導入による革新的高付加価値溶
接技術の獲得

京都信用金庫

3027121086 大阪府 株式会社坂﨑塗装 5120101052535
電気式オーブンの導入による塗装焼付工程の生産性向上と
技能伝承計画

島本昌一

3027121088 大阪府 株式会社浪速工作所 6120101005228
耐震性能が高いポリエチレン水道管金型の製作の為の３次
元マシニングセンタ導入計画

税理士法人ゆびすい
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3027121095 大阪府 サニタリーエンジニアリング株式会社 7120901009385
バリ取り工程の機械化・省人化と工程集約によるコックの増
産

岸田光正

3027121100 大阪府 羽賀金属株式会社 5120101045464
複数工程の曲げ加工の精度向上と内製化推進による低コス
ト化・短納期化計画

中田聡

3027121101 大阪府 フジ矢株式会社 2122001006350
高付加価値ペンチの高効率生産による生産性向上と熟練工
作業の削減

株式会社りそな銀行

3027121102 大阪府 有限会社テクノビレッジ 3120902001873
ＮＣ旋盤による自動車関連向けＴＤ処理金型の精度向上と
生産性向上

北おおさか信用金庫

3027121108 大阪府 フィールド・クラブ株式会社 3430001014226 絶滅危惧種、希少生物模型教材作成事業 株式会社北洋銀行

3027121110 大阪府 有限会社菓子工房ティ・ヨコガワ 8120102026477
設備導入で品質と生産性を高め、泉北レモンを使った新商
品開発で地域貢献と増収を図る事業

税理士法人宮前会計事務所

3027121111 大阪府 株式会社酒井マーク製造所 6120001079792 ＲＦＩＤ二次加工製品の製造プロセス構築 安田有一

3027121118 大阪府 合同会社クッキー動物病院 5120103000905
高リスク患者でも安全に歯を残し健康寿命を延ばす動物歯
科治療の提供

株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

3027121120 大阪府 昭和スプリング株式会社 3120001012558
安全性に優れた付加価値の高い建築金物の納期短縮体制
の構築

株式会社エフアンドエム

3027121128 大阪府 有限会社多葉刷子工業所 3122002014145
国内初、天然毛を使用した歯に優しい小型犬用歯ブラシの
生産

八尾商工会議所

3027121130 大阪府 株式会社オーゼツトケー 2122001023222
医療リスク低減の為のガイドワイヤーの先端加工治具の開
発

大阪信用金庫

3027121131 大阪府 株式会社パッケージ・リード社 9120901009904
安全装置付小型自動充填熔閉機（NF-3S）の導入による受
託製造ラインの生産性向上と安全性の確立

大阪府商工会連合会

3027121136 大阪府 株式会社マルテン商会 8120001036461
高速・無人連続印刷プリンタ導入による外注費削減と新規ビ
ジネス開拓

福田純子

3027121137 大阪府 株式会社大一機械 2122001021507
歯車部品固定用治具の需要増に伴う短納期要望に応える
生産体制の実現

株式会社エフアンドエム

3027121138 大阪府 株式会社上野鉄工所 8120101021388
CNC旋盤導入による冷間鍛造＋切削加工の一気通貫生産
体制の構築

堺商工会議所

3027121139 大阪府 株式会社アイテック 8120101010102
透明性・映像視認性の両立した透過反射フィルムの市場開
拓

ＫＶＩ税理士法人

3027121141 大阪府 株式会社安原製作所 7120001028261
二輪自動車用部品の生産性を向上させる高精度化、高品質
化体制の構築

株式会社三井住友銀行

3027121142 大阪府 大阪堺植物工場株式会社 4122001023419
完全閉鎖系人工光型植物工場産ベビーリーフ生産における
工程改善

堺商工会議所

3027121143 大阪府 沖製本株式会社 4120001076453
紙折機の小型標準化による小ロット製本の生産性向上と品
質改善

大阪信用金庫

3027121144 大阪府 株式会社稔産業 7120901013503
半導体製造装置の部品の量産を目的とした生産プロセスの
改善計画

北おおさか信用金庫

3027121151 大阪府 株式会社栄和鉄工所 3120101036250
横中ぐりフライス盤導入による生産キャパ増大とマシニング
業務の連携体制構築

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027121152 大阪府 株式会社ウチダ 7122001017797
高度分析装置導入による硫酸銅めっきの量産評価プロセス
向上

株式会社池田泉州銀行

3027121155 大阪府 株式会社森川金型製作所 9122001007706
高硬度材精密加工技術獲得による、金型の長寿命化と新規
分野への進出。

髙砂吉孝

3027121156 大阪府 株式会社小林製作所 4120901023769
新商材を使用した住宅用断熱材の生産能力向上と品質安
定化のための設備導入

林修一

3027121161 大阪府 株式会社精晃商会 4122001003668
ＷＥＢ受発注システム導入がもたらす受注業務の効率化と
営業活性化計画

中上祐次郎

3027121164 大阪府 有限会社三明製作所 1120002048090
半NC旋盤導入による長尺シャフトの精密加工技術の伝承と
生産性向上計画

島本昌一

3027121167 大阪府 岩崎鉄工株式会社 1122001000610
顧客ニーズに応えるスキルレス＆小ロットなアナログ印刷機
の開発と量産

日本経営ウィル税理士法人

3027121173 大阪府 株式会社清明エンジニアリング 4120101034609
Cバンド加速管用無酸素銅の加工品質を担保する検査体制
構築事業

株式会社共立コンサルタント

3027121176 大阪府 進英技研株式会社 6120001098108 遠隔操作システムによる地盤改良工事の施工効率向上 佐々木達郎

3027121177 大阪府 錦城護謨株式会社 4122001018311 最新鋭無人検査設備導入で高品質ゴム製品の生産革新 香川浩祐

3027121178 大阪府 大谷塗料株式会社 8120001011910
新製品開発の生産性を向上する「成分配合研究開発サポー
トAIシステム」の導入

松井章

3027121180 大阪府 株式会社ＡＳＨＩＤＡ 6120901037949
検査機能付き鞍掛け中綴じ製本システムによるメガロット多
品種生産の実現

株式会社池田泉州銀行

3027121185 大阪府 長谷エンジニアリング 設計・製作一貫生産体制の対応材料拡大と生産性向上 大阪信用金庫

3027121186 大阪府 三共精機株式会社 4122001002711
最新ロボドリル導入による金型および一品もの生産体制の
強化

株式会社関西みらい銀行

3027121187 大阪府 株式会社武内製作所 5122001004517
CNC自動旋盤による抜本的な製造工程の改善と自動化によ
るリードタイムの短縮

株式会社りそな銀行

3027121188 大阪府 光陽紙器株式会社 5120901000817
家電企業向け特注・小ロット高機能段ボール箱の生産性向
上事業

株式会社池田泉州銀行

3027121189 大阪府 日本フアスナー工業株式会社 6120001002829
潤滑性能を革新的に向上した鍛造用線材の製造方法の確
立

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

3027121190 大阪府 株式会社コウザイ 2120001122779
ＣＮＣ旋盤導入による大型機械部品と圧延用スリーブの量産
体制の確立

株式会社関西みらい銀行

3027121191 大阪府 ＭＳＰＣ株式会社 7120001171846
かばん製造工程の内製化の推進による低コスト・短納期化
の実現

税理士法人細川総合パートナーズ

3027121192 大阪府 緑建板株式会社 9120101056540
自動板金加工機の導入による受注量増加対応と顧客満足
度の向上

大阪信用金庫

3027121211 大阪府 株式会社アルファー製作所 3122001000360
超高輝度導光板製品化のための新手法導入とすり鉢ドット
切削工程の集約

髙砂吉孝

3027121212 大阪府 株式会社金剛製作所 6120001017414
最新超硬丸鋸切断機による納期短縮、大型化対応、生産性
の向上

株式会社池田泉州銀行

3027121213 大阪府 株式会社淀川製作所 6120001156963
かつて商品化されたことがない超小型の遊具用ロードトレイ
ンの開発

石田憲雄

3027121226 大阪府 吉田機工株式会社 6122001016073
クリーンルーム機器の生産性を向上させる曲げ加工高度化
事業

松下隆信

3027121237 大阪府 株式会社岡田製作所 4120001009413
高耐久性・高利便性を追求し、部分革を取り入れた高付加
価値電工バケツの製作

株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

3027121238 大阪府 有限会社三登 9120102027012
高品質シート（長残光性・高輝度蓄光シート）製造ラインの体
制構築

ウィズアップ税理士法人

3027121239 大阪府 株式会社中瀬製作所 4120001013200
先進ディーゼルエンジンの最新環境規制への対応及び性能
向上に資する核心的部品の安定供給

株式会社エフアンドエム

3027121240 大阪府 蒲田化工株式会社 9120001012008
デジタル顕微鏡の導入によって実現する提案力強化・付加
価値向上の取組

株式会社日本修身経営

3027121241 大阪府 グリーンサイエンス株式会社 8120001063349
打抜加工設備・画像寸法測定装置導入による、超耐熱熱硬
化性樹脂積層板加工品の売上及び生産性の向上

株式会社池田泉州銀行

3027121243 大阪府 誠南工業株式会社 1120001030999 IoTデバイス用ミニマルCVD装置販売の自動溶接機の導入 株式会社紀陽銀行



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

3027121245 大阪府 株式会社明和商会 7122001020297
製版×印刷×製本、トリプル検査によるミスレス冊子印刷
サービスの立上げ

株式会社池田泉州銀行

3027121246 大阪府 セフラ株式会社 1120001023912
国内OEM受注強化及び海外拡販のための口紅製造ライン
の品質・効率向上事業

株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

3027121251 大阪府 株式会社福島製作所 3120001142537
新熱源利用「流体高温加熱乾燥装置」の開発による生産性
向上計画

京都信用金庫

3027121254 大阪府 株式会社大和 4122001021471 自転車購入後サポートのIT化による顧客生涯価値の最大化 特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所

3027121257 大阪府 エンド商事株式会社 2120001016980
受注システムの自動化による顧客満足向上とサービス提供
プロセスの改善

株式会社池田泉州銀行

3027121258 大阪府 荒木産業株式会社 2120001110065
高いエコ技術を応用した日本初のボタニカルブロックによる
施設等の緑化推進計画

尼崎信用金庫

3027121261 大阪府 サクラ産業株式会社 3120901023893
新型溶接ロボット導入による短納期化と精度・品質向上によ
る受注拡大

株式会社池田泉州銀行

3027121269 大阪府 株式会社オオタテクノス 1120901027500
タレットパンチプレスの導入による生産性向上と付加価値向
上の取組

株式会社日本修身経営

3027121273 大阪府 株式会社トーシン 7120901028559
最新横中ぐり盤と熟練職人技術の融合ならびに技術承継に
よる生産革新

北おおさか信用金庫

3027121276 大阪府 株式会社笠井塗装 8122001013779
溶剤塗装のプロセス改善による塗着効率の向上と環境負荷
軽減

森安高広

3027121277 大阪府 株式会社コラボ 1120901039149
西日本初！小規模歯科技工所によるデジタル歯科技工セン
ターサービス開発

左近照麗

3027121280 大阪府 石田精工株式会社 4122001000434
建設機械関連部品の量産体制構築のための生産プロセス
の改善計画

株式会社池田泉州銀行

3027121283 大阪府 株式会社日研工業所 7120001018411
医療従事者の眼を白内障から護るX線遮断メガネの製品化
と生産性の向上

ＭＳＣ税理士法人

3027121285 大阪府 株式会社レスアンドモア 4120001166774
刺しゅう専用高性能ミシン導入による社内一貫生産体制の
構築

大阪商工会議所

3027121292 大阪府 株式会社因幡電機製作所 3122001020755 3Dプリンターの導入による開発プロセスの革新 朝日税理士法人

3027121295 大阪府 ＭＡＹイムノサイエンス
脅威物質分析における簡易かつ迅速前処理技術・製品の上
市計画

茨木商工会議所

3027121299 大阪府 有限会社ステップス 2120002051580 新設備の導入により内製化し、短納期化を実現 尼崎信用金庫

3027121300 大阪府 昭和建産西部販売株式会社 2120001020561
最新型工作機導入で熟練工にかわる即戦力を得て売上拡
大

尼崎信用金庫

3027121304 大阪府 株式会社大阪ボイラー製作所 7120001050991
最新のマシニングセンタ導入による圧力容器部品の量産体
制の確立

栗栖継

3027121307 大阪府 新成加工株式会社 8120901009525
高速高精度貼合機導入による車載用ヘッドアップディスプレ
イ生産向上計画

大平豊

3027121308 大阪府 上田産業株式会社 7122001000761
新型ロボット導入による多工程化により加工単価のアップお
よび新規受注獲得計画

株式会社池田泉州銀行

3027121311 大阪府 株式会社Ａｎｉ－Ｍａｄｏｎｎａ 2120001107656
新型積層式裁断機・延反機導入によるケミカルシューズ生
産工程の自動化事業

株式会社商工組合中央金庫

3027121316 大阪府 村上精機株式会社 8120101007346 最新型３次元測定器の導入による検査能力拡大計画 株式会社京都銀行

3027121321 大阪府 イワソ
最高品質×生産性向上を実現する最新成形機×ロボット取
出機導入事業

米田大作

3027121322 大阪府 株式会社リプラ 2122001023750
再生プラスチックを最高品質で還元するベント式押出機導入
事業

米田大作

3027121323 大阪府 ＯＬＡイメージング株式会社 6120001143730 光学レンズ及び光学部品用硝材自動検査装置の試作開発 波戸崎安教

3027121325 大阪府 株式会社中野精機 3120001021154
納期・加工時間・生産性を劇的に改善する為のロボドリル導
入事業

米田大作

3027121326 大阪府 アート技研株式会社 3120901008944
最新ターニングセンタ（ＣＮＣ旋盤クイックターン）で生産性向
上

北おおさか信用金庫

3027121333 大阪府 株式会社エス・バイ・ケイ 7120101041172
高品質かつ低価格で手摺りに凹凸や模様をつける革新的新
工法の生産体制構築

ミレ信用組合

3027121341 大阪府 株式会社山田為商店 7120001040324
最新ＮＣ加工機で実現するロボットアーム骨格部品の高精
度製作事業

株式会社関西みらい銀行

3027121348 大阪府 理研化学工業株式会社 9120001151169 多孔質筆ペン先製造工程の排水浄化システムの導入 北大阪商工会議所

3027121349 大阪府 前村板金
街を元気に美しくするオリジナルサイン看板の販路拡大と技
術承継

中井康道

3027121354 大阪府 あっと株式会社 4120001140845 毛細血管画像良否判別評価システムの導入 株式会社南都銀行

3027121356 大阪府 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604
残業時間５０％削減と共に実現するパッケージ印刷コンサル
ティングの事業化

株式会社商工組合中央金庫

3027121358 大阪府 株式会社ナイス 2120001059212
アレルゲン対策クリーニング加工提供による生活環境改善
への貢献

志賀達哉

3027121364 大阪府 エム・テクニック株式会社 9120101043398 熱交換効率を飛躍的に高めたＭコイル型熱交換器の開発 柏之雄

3027121365 大阪府 株式会社マトリクソーム 4120901036226 細胞培養時に使用する自動培養液等交換装置の開発 竹内茂隆

3027121366 大阪府 株式会社アドニス 5120001114427
「生産計画の週次化」と「全社工程の見える化」による機会
損失ゼロプロジェクトの実施

永和信用金庫

3027121370 大阪府 株式会社クリーンセンター 8122001023266
顕在化した日本国内のフロン量不足を救う為に必要な再生
事業計画

税理士法人ＦＰ総合研究所


