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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

1 3027210001 大阪府 株式会社サンライズ機工 2120001184753
最新の複合ＣＮＣ旋盤導入による建機・農機部品の生
産体制の確立

関西みらい銀行

2 3027210003 大阪府 株式会社奥野精密工業 8120101035090
３Ｄスキャナーと３Ｄプリンタを活用した中小型試作部品
開発体制の確立

株式会社紀陽銀行

3 3027210006 大阪府 佐々木工業株式会社 6120901023899
完全オイルレスでの複数形状付与を実現する革新的プ
レスラインの確率

株式会社りそな銀行

4 3027210008 大阪府 勝井鋼業株式会社 8122001001560
難削材（銅）鉄道用部品の半無人加工を目指した新加
工工法の開発

株式会社商工組合中央金庫

5 3027210012 大阪府 辻本紙器工業株式会社 5120001158580
内作木型の短納期化による多品種に対応した生産プロ
セスの改善

京都信用金庫

6 3027210013 大阪府 株式会社藤原工作所 5120101052262
ＮＣ旋盤の導入による高精度シャフト部品の効率的な
生産体制の構築

株式会社南都銀行

7 3027210019 大阪府 タクミデンタルラボ
連結板により顎の負担を軽減する無歯顎患者向けデン
チャーの開発

アイアンドアイ株式会社

8 3027210021 大阪府 株式会社ＬＨＣ 4120002001245
高精度マシニングセンタ導入による高硬度金型材の直
彫り加工及び微細加工技術の確立

大阪商工信用金庫

9 3027210024 大阪府 かまだプリント株式会社 8120001155526
最新インクジェットプリンター導入による新商品開発及
び生産性向上の実現

京都信用金庫

10 3027210027 大阪府 株式会社平山工業 3120002065555
塗装・内部錆完全剥離工法の導入による橋梁長寿命
化需要の創出

谷口　修

11 3027210032 大阪府 株式会社セティ 8120101045404
最高品質が求められる医療用レーザー機器の部品の
製造

立野　靖人

12 3027210033 大阪府 株式会社テクト 6120101030440
軽量化、並びに耐衝撃性、安全性の向上を実現する、
新しい樹脂製タンクの製造開発

立野　靖人

13 3027210034 大阪府 株式会社余喜精密 8120101032591
高級感を追求しユーザーの感性価値を最大に引き出す
化粧品の中栓部品の開発

立野　靖人

14 3027210035 大阪府 東和工業株式会社 7120101004567
国産工作機械に使用される高精度搬送ユニット部品の
短納期製造

立野　靖人

15 3027210040 大阪府 株式会社石山 8120001074478
革新的フルーツケーキ提供サービスによるブライダル
マーケットの開拓

吉田　謙一

16 3027210043 大阪府 リフレックス株式会社 5120001009065
災害に強い町づくりに貢献する非常用自家発電機の負
荷試験の展開

関西みらい銀行

17 3027210048 大阪府 株式会社岡井鉄工所 5120101039499
画像選別機の導入による検査工程の競争力強化と世
界的な特殊部品ニーズの取り込み

株式会社南都銀行

18 3027210051 大阪府 山内鉄工株式会社 8120101007453
精密平面研削盤導入による金属部品の超高精度精密
加工体制の確立

堺商工会議所

19 3027210052 大阪府 黒木工業株式会社 2120001166446
最新式自動溶接システム導入による生産性向上と品質
の安定化計画

大阪シティ信用金庫

20 3027210053 大阪府 飛鳥ワイン株式会社 5120101031852
革新的冷蔵技術がもたらす「地域ブランドワイン」の生
産性向上計画

株式会社池田泉州銀行

21 3027210054 大阪府 株式会社スタッドテック 5120101033246
スタッドナットを高精度に溶接する高品質な国産スタッド
ガンの製造開発計画

立野　靖人

22 3027210057 大阪府 有限会社ワイ・デンタル・ラボ 2120102005247
垂直性遠心・水平性遠心・頬舌回転を抑えた新部分入
歯の開発

アイアンドアイ株式会社

23 3027210058 大阪府 勝山精機株式会社 9120001019829
人命に関わるエレベーターの安全部品における品質保
証体制の確立

株式会社エフアンドエム

24 3027210065 大阪府 株式会社イマイチ 7120001041388
新車ディーラーの販促効果を高める高品質パーソナル
ＤＭ制作体制の構築

株式会社エフアンドエム

25 3027210066 大阪府 太平洋工業株式会社 4120901017606
高機能３ＤＣＡＤを活用した熟練技術者による高品質製
品の短納期加工

北おおさか信用金庫

26 3027210067 大阪府 株式会社マーサーステンレス 5120002081220
レーザー削孔技術の習得による店舗什器等の安定供
給体制構築

株式会社エフアンドエム

27 3027210068 大阪府 ＣａｒＴｅｃｈｎｏＪａｐａｎＡｓｓｉｓｔ株式会社 5120001120945
事故予測ＡＩを使用したロードサービス現場到着時間短
縮による顧客満足度向上計画

株式会社エフアンドエム

28 3027210069 大阪府 株式会社エナテック 6120101043343
治具加工の技術承継・生産性向上による大型部品の
量産化及び高精度化計画

シェアビジョン株式会社

29 3027210070 大阪府 日澱化學株式会社 9120001057580
包餡機導入による食品試作の精度・生産性の向上と新
規加工澱粉の製品化

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

30 3027210071 大阪府 株式会社大谷精工 8120101033557
ベアリングの包装工程自動化技術確立による生産プロ
セスの革新

株式会社エフアンドエム

31 3027210074 大阪府 株式会社アルファイン 5120001149522
熟練技術の形式知化による高精度な木製家具の生産
プロセス技術革新計画

株式会社京都銀行

32 3027210076 大阪府 株式会社ヤサカ 3122001007629
自動車部品の軽量化ニーズに対応する大型アルミダイ
カスト鋳造技術の確立

株式会社エフアンドエム

33 3027210083 大阪府 有限会社米原製作所 1120002012311
拡大する即席麺需要向け、薄板水切り部品の金型内
製化～製造の一貫生産取組

株式会社エフアンドエム

34 3027210085 大阪府 株式会社レーザーテック 7120001168256
医療・福祉用義肢装具部品の高精度研磨による安全
性向上・低価格化事業

株式会社京都銀行

35 3027210089 大阪府 袴田製作所株式会社 9122001005908
マシニング加工の工程内でロボットで組付けを行いロス
タイム削減

弓手　宏亮

36 3027210090 大阪府 オービー工業株式会社 8120001117550
自動車の安全性と低コスト化を実現する樹脂製部品の
生産能力向上計画

立野　靖人

37 3027210094 大阪府 三智工業株式会社 7122001015990
鉄骨特化企業としての持続的成長に繋がる新ロボット
溶接機の導入

株式会社池田泉州銀行
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38 3027210098 大阪府 井上樹脂工業株式会社 3120001157089
樹脂切削加工の革新的な生産プロセスの開発により新
規販路拡大を目指す

京都信用金庫

39 3027210109 大阪府 東洋糧穀株式会社 6120001156328
少子高齢化時代に適応する白米製品に係る袋詰め工
程の生産体制の刷新

株式会社京都銀行

40 3027210110 大阪府 有限会社エム技研工業 3120102015963
多目的・機能的な生活空間を創造する小型間仕切装置
をを開発する計画

株式会社共立コンサルタント

41 3027210111 大阪府 福島発條工業株式会社 4120001036259
大型・複雑形状バネ製造を実現する生産プロセスの革
新と競争力強化計画

山本　高久

42 3027210112 大阪府 株式会社関西工業 5120101034814
開発技術応用による特殊ボルトへの溝入れ加工プロセ
ス革新計画

株式会社エフアンドエム

43 3027210117 大阪府 株式会社タイホウ 4120001167525
新設備導入による包装工程の生産性向上とトレーサビ
リティの確保

大阪シティ信用金庫

44 3027210119 大阪府 三恵工業株式会社 4120001003465
競争力強化のための３次元測定器導入による品質保
証体制構築事業

一般社団法人ヒューリットＭ
Ｆ

45 3027210120 大阪府 株式会社髙丸食品 8120101004392
計量包装工程のシステム化による生産性向上及び競
争力強化の実現

山本　高久

46 3027210126 大阪府 株式会社サンプラテック 1120001064428
ＣＰＣ（細胞調整室）から手術室まで非凍結で細胞を届
ける、シンプルな灌流ＣＯ２インキュベーターユニットの
開発

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

47 3027210129 大阪府 株式会社フェイスフル 9120001186116
３Ｄスキャナー導入による高難易度測量サービスの効
率化・高度化事業

株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

48 3027210131 大阪府 株式会社シー・エス・ジー 7122001003203 ２線式電線の両端処理自動化での生産性と精度向上 尾中税理士法人

49 3027210133 大阪府 株式会社金城商事 8120101033706
廃液処理内製化による資源循環型のリサイクル金属製
造体制の構築

株式会社エフアンドエム

50 3027210135 大阪府 渡邊螺旋工業株式会社 9120001014029
長尺特殊ネジの高精度加工技術確立及び多品種小
ロット生産体制構築計画

荒井　裕貴

51 3027210139 大阪府 第一大宮株式会社 1120901009639
プラダンパイオニア企業による小ロット・短納期への挑
戦

株式会社池田泉州銀行

52 3027210142 大阪府 株式会社フジ塗装 5120001190922
ディップ式パーカー処理の内製体制構築による新たな
事業基盤の確立

株式会社エフアンドエム

53 3027210144 大阪府 協和金属
新型ベンディングマシン導入による生産性向上と作業
環境の改善

北おおさか信用金庫

54 3027210145 大阪府 かねひさ株式会社 6120101036405
「唯一無二シリーズ」大型ダイレクトプリンター導入によ
るデザイン商品の開発及び販売展開事業

株式会社商工組合中央金庫

55 3027210147 大阪府 株式会社クボテック 1120101023523
５Ｇ基地局早期整備へ向けた難易度の高い長尺品穴
あけ加工技術の確立

関西みらい銀行

56 3027210149 大阪府 大栄印刷紙器株式会社 9120001083288 検査装置導入による高品質パッケージ製造の確立 大阪商工信用金庫

57 3027210151 大阪府 有限会社タカテック 6120002056741
大型パネルソー導入による産業用ロボット安全柵生産
体制の高度化と売上増計画

大阪信用金庫

58 3027210154 大阪府 株式会社ＤＧＴＡＫＡＮＯ 1122001024048
世界の水問題を当社が解決！節水力９５％の蛇口＆ノ
ズル開発事業

大阪信用金庫

59 3027210155 大阪府 ＭＨ精工株式会社 1122001007705 自動車電動ブレーキシステム用遊星ローラの量産化 株式会社りそな銀行

60 3027210156 大阪府 谷元フスマ工飾株式会社 5122001019069
和モダン空間に求められるオリジナルマジキリの開発・
製造・拡販

八尾商工会議所

61 3027210159 大阪府 株式会社ボックス 1122001015749
複雑且つ強度をもった段ボールケースを緩衝材と共に
設計し受注拡大を図る事業

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

62 3027210161 大阪府 日西製罐株式会社 8122001015759
人気ラーメン店等に向けた、七味など香辛料用の缶製
造技術の高度化

関西みらい銀行

63 3027210163 大阪府 株式会社永山 7120001170476
従業員３人の町工場だからこそロボットを活用！切削
加工の自動化と技術革新

税理士法人ＦＡＣＥ

64 3027210166 大阪府 大信金型工作所
熟練技術で培った金型構想力と最新加工機との融合に
よる生産性の向上

京都信用金庫

65 3027210173 大阪府 株式会社玉川化学工業所 2122001004866
厚肉・薄肉インサート成形の画期的な成形技術開発に
よる飛躍的な生産性の向上

株式会社ダイワマネジメント

66 3027210181 大阪府 株式会社ハイテックヤマテツ 4120101038394
ＥＶ基幹部品向け高精度インサート金型の生産体制確
立及び高品位加工技術強化計画

荒井　裕貴

67 3027210186 大阪府 株式会社八馬総合企画 4122002003766
円柱商品へフルカラー印刷する独自技術の量産化に
向けた取組

株式会社日本修身経営

68 3027210194 大阪府 株式会社シル化成 5120102002431
高出力での高周波加熱による「ろう付け加工」の品質向
上を通じた納期短縮計画

関西みらい銀行

69 3027210195 大阪府 有限会社楠木研磨工業所 2122002013602
ＮＣ円筒研削盤の導入による円筒部品の高精度化及び
生産性向上

株式会社紀陽銀行

70 3027210196 大阪府 安田クリニック
集団健診用デジタルＸ線システム導入による診断精度
の向上及び作業の効率化

山本　文則

71 3027210198 大阪府 有限会社進栄化工 9122002002152
画像処理装置と人による目利きの相互補完によって実
現する品質向上の取組

株式会社日本修身経営

72 3027210200 大阪府 株式会社澤田製作所 3120001020255
組立精度の向上による「加工の高付加価値化で競争優
位を確立」し売上の拡大を実現

北浜グローバル経営株式会社

73 3027210205 大阪府 室本鉄工株式会社 8120001150790
自社ブランド・エアーニッパー特殊替刃の模倣困難性を
高める刻印技術革新計画

大阪シティ信用金庫

74 3027210206 大阪府 フラッシュ精機株式会社 8120101044760
最新型摩擦圧接機の導入による高精度工具製造技術
確立と新製品開発

大阪信用金庫

75 3027210207 大阪府 株式会社カミテックス 3122001030564
リフォーム需要に対応した屋根部材の社内生産体制構
築計画

株式会社エフアンドエム

76 3027210208 大阪府 東鋼管工業株式会社 7011601000331
医療・介護ベッド用を含めた鋼管材料の生産性と加工
精度の向上

城南信用金庫

77 3027210210 大阪府 株式会社ハルテック 5120101049705
パイプ用高性能自動ＴＩＧ溶接機導入による高品質サニ
タリー配管溶接の受注拡大体制構築

大阪信用金庫

78 3027210214 大阪府 株式会社ＷＯＯＤＢＡＳＥ・Ｆ 7120101056699
レジンを使った木製家具の開発による生産性向上と市
場拡大

マネーコンシェルジュ税理士
法人



79 3027210215 大阪府 戸川金属株式会社 2122001021077
高所作業の安全を支える！墜落制止用器具のアルマ
イト加工の生産性向上

株式会社りそな銀行

80 3027210219 大阪府 株式会社山神 6120001115432
多頭機ミシンとシードビーズ装置導入による独自技術
開発事業

米田　大作

81 3027210222 大阪府 株式会社和田金型 1120001117532
熱変位補正機能を搭載したワイヤ加工機の導入による
精度向上と生産性向上計画

大阪信用金庫

82 3027210223 大阪府 株式会社舞昆のこうはら 6120001009733
非加熱減菌装置導入による舞昆等自社商品の栄養価
と味の向上の実現

大阪信用金庫

83 3027210225 大阪府 大丸鋼材株式会社 1120001045015
鋼材切断精度の大幅向上による大手重工業向け最重
要部品の売上拡大

株式会社池田泉州銀行

84 3027210226 大阪府 株式会社ユーデザイン 4122001027337
海外委託の樹脂成型加工工程を内製し自己完結メー
カーを実現する戦略的設備投資

株式会社ダイワマネジメント

85 3027210227 大阪府 株式会社ビゼン 5122001008815 ベアリング加工の高精度・短納期化・量産体制の構築 大阪シティ信用金庫

86 3027210228 大阪府 株式会社日進工業 7122001024579
先端設備導入による物流装置用の新規部品製造計画
の実行と生産性向上

大阪信用金庫

87 3027210230 大阪府 有限会社山口製作所 7120102004921
精密金型需要の増大に対応する先進生産プロセス導
入と生産性向上

株式会社第三銀行

88 3027210233 大阪府 ＳＥＩＫＥＮ株式会社 3120901031327
業界初　ＩｏＴ機能を活用した衛生管理システムの開発
による生産性の飛躍的向上

株式会社フラッグシップ経営

89 3027210235 大阪府 竹山木管楽器製作所
木製リコーダー製作技術継承の為のウインドウェイ切
削加工機の導入

大阪商工会議所

90 3027210238 大阪府 日本カノマックス株式会社 4120901007846
世界市場において革新的な微小粒子計測器の不良率
低減と量産体制の構築

ＦＭＢコンサルタンツ株式会
社

91 3027210239 大阪府 株式会社八尾金網製作所 3122001020466
顧客要望に応えてエアバック用フィルター増産の為、新
金型を導入

大阪信用金庫

92 3027210240 大阪府 有限会社西光製版 5122002015620
印刷特殊網点×巨大刷版出力を実現し大サイズ高品
質印刷によりインバウンド景気を取り込む計画

株式会社南都銀行

93 3027210243 大阪府 株式会社大起 9150001004992
高精度ワイヤ放電加工機導入による耐熱合金部品の
加工精度向上及び無人生産体制構築

荒井　裕貴

94 3027210244 大阪府 有限会社山野加工 4122002010127
あらゆるロットや素材の加工にワンストップで対応しイン
バウンド景気を取込む計画

株式会社商工組合中央金庫

95 3027210248 大阪府 株式会社エステック商会 7120101020770
マンション大規模修繕外壁タイル剥離防止工事検査の
ＡＩ化開発

安田　有一

96 3027210260 大阪府 新和建設株式会社 5120901001088
深さ測定システムその他のＩＴ技術を駆使した、舗装・土
木工事の生産性向上計画

株式会社三井住友銀行

97 3027210264 大阪府 株式会社梅田鉄工所 1120101000943
成形研削盤の導入による加工技術の硬度かとリードタ
イム短縮による生産性向上

尼崎信用金庫

98 3027210267 大阪府 株式会社矢野材木店 1120101055871
建築木材の提供における造作加工製品の短納期化、
低価格化

大阪府商工会連合会

99 3027210268 大阪府 株式会社クニムネ 3122001002415
樹脂２色成形での金型自動交換と監視カメラ導入で省
人化と生産性向上

下河内　邦彦

100 3027210271 大阪府 東成鉄工株式会社 5122001019829
防災用設備架台部品増産要請に応える生産性向上計
画

大阪シティ信用金庫

101 3027210272 大阪府 株式会社アルク 9120001133646
高精度切削機導入による高精度化・短納期・新素材対
応による競争力強化事業

永和信用金庫

102 3027210274 大阪府 株式会社河内金属製作所 6120001152095
産業機械及びロボットの駆動系部品の高品質化、高精
度化技術の確立

アドバンスト・エム株式会社

103 3027210280 大阪府 電装精機株式会社 5120001156279
半自動旋盤導入による自動機と職人技の融合が及ぼ
す工程合理化事業

株式会社京都銀行

104 3027210281 大阪府 株式会社三青社 1120001012460
サンプル作成で製造業の営業から製品化を支援するコ
ンサルティング印刷事業

株式会社ＧＩＭＳ

105 3027210284 大阪府 株式会社エア 9120001192502
解体専門業者による技術力向上と業界の模範となる品
質向上計画

尼崎信用金庫

106 3027210286 大阪府 ＴＡＫＥ＇ＤＡ
三次元測定機導入による高難度精密加工部品の検査
体制構築

クレアスト株式会社

107 3027210291 大阪府 西浦工業株式会社 4120901035806
空調用配管製造における切断兼用溶接ロボット導入に
よる生産性の増大

北おおさか信用金庫

108 3027210293 大阪府 佐藤精機株式会社 2120901006610
環境にやさしい医薬品向けガラス製品金型の高品質
化、高精度化

アドバンスト・エム株式会社

109 3027210294 大阪府 株式会社辻工作所 2120101051845
新型開先機導入による生産性向上と製品の品質精度
向上

株式会社池田泉州銀行

110 3027210299 大阪府 株式会社三木製本工芸社 6122001020182
三方断裁機の導入で、製本ラインを強化し大ロット商品
の獲得を目指す

中尾　元信

111 3027210300 大阪府 ケイワイ電子工業株式会社 1122001016433
開口部のはんだ体積測定を実施し、品質を上げ不良率
０％を目指す

京都信用金庫

112 3027210301 大阪府 株式会社コージツ 5120101038617
大型移動搬送機導入による物流革新　生産性の向上と
市場拡大

特定非営利活動法人関西事業
支援機構

113 3027210306 大阪府 株式会社マル忠 6120001008693
短尺部材の内製化と外国人研修生活用による即日出
荷サービスの開始

大阪シティ信用金庫

114 3027210307 大阪府 株式会社小松 3120901033653
各産地の特色豊かな素材を活用したグローバルＥＣ向
け高付加価値アパレル製品の開発

株式会社りそな銀行

115 3027210308 大阪府 株式会社采和精工 1122001029740
マシニングセンター導入によるモールドベースのセル生
産体制強化

大阪シティ信用金庫

116 3027210309 大阪府 株式会社計測工業 4120101028313
超音波センサ保持部品の一部内製化による開発工程
短縮及び受注拡大計画

株式会社京都銀行

117 3027210311 大阪府 有限会社青山 5120102000220
形鋼切断を内製化し、機械装置の架台工事をユニット
化する計画

株式会社ティグレ

118 3027210314 大阪府 株式会社満月 9120101046830
地元野菜を用いた新製法の完全無添加ドレッシングの
開発・販売

株式会社Ｎ総合会計コンサル
ティング

119 3027210316 大阪府 株式会社エアロジーラボ 3120001173268
ドローン用性能評価装置の導入による性能評価工程の
内製化とハイブリッドドローンの市販化

大阪信用金庫



120 3027210319 大阪府 旭紡績株式会社 2120101043933
生産体制の効率化及び高度化による生産性の向上か
つ高付加価値の紡績糸開発

株式会社商工組合中央金庫

121 3027210321 大阪府 株式会社神農工研 3120001020511
電動式射出成形機導入による製品市場と顧客の多角
化推進

大阪商工信用金庫

122 3027210323 大阪府 ココロハズム株式会社 1120001189373
技工士出張サービスにより小医院にもＣＡＤ／ＣＡＭ設
備の即日修復の恩恵を！

株式会社京都銀行

123 3027210324 大阪府 株式会社髙木 4120101032884
自動車向け動力系ハーネス端子金型の加工精度向上
及び長寿命化技術の確立計画

荒井　裕貴

124 3027210327 大阪府 有限会社ピーオーピー辻本 6120002050967
広告制作における多機能カッティングマシン導入による
生産性向上計画

大阪信用金庫

125 3027210331 大阪府 国陽電興株式会社 2122001002639
照明用アダプターに対応する塗装装置の導入による生
産性と品質の向上

八尾商工会議所

126 3027210336 大阪府 岡本鉄工株式会社 3120101030039
新素材シャフトの削り出しによる加工への挑戦と工程短
縮計画

中田　聡

127 3027210340 大阪府 溝西鐵鋼株式会社 2120001047704
不良率改善と自動加工の実現による景気変動に強い
生産体制の構築

株式会社エフアンドエム

128 3027210352 大阪府 竹尾工業株式会社 4120001020717
非破壊検査の内製化による施工工程の生産性向上事
業

田川　智洋

129 3027210358 大阪府 株式会社モンテック 5120101007266
６面加工部品の高精度化・短納期化と省力化による生
産性の向上

大阪シティ信用金庫

130 3027210359 大阪府 Ｔ．Ｈ．Ｔｗｏｒｌｄｔｅｃ
高性能立形ＭＣ導入による生産性向上とＣＦＲＰ金型製
造への挑戦

大阪シティ信用金庫

131 3027210365 大阪府 株式会社コマドリル 2122001002515
革新的加工技術の導入による長尺ドリル等の生産性向
上

永和信用金庫

132 3027210367 大阪府 永山歯科医院
オーラルフレイル（口腔機能低下症）の科学的診断法と
包括的治療体系の確立

株式会社りそな銀行

133 3027210375 大阪府 有限会社大東モールド工業 7122002011493
高性能３次元ＣＡＤ／ＣＡＭの導入による鋳造用木型の
効率的な設計環境の整備

竹内　淳朗

134 3027210377 大阪府 セイショウ株式会社 3120901006997
全自動式ランニングソー導入によるプラスチック部品の
生産性向上

関西みらい銀行

135 3027210383 大阪府 株式会社タンデム 5120101008421 鐵鋼用ウレタンロールの精密加工技術の確立と標準化 株式会社商工組合中央金庫

136 3027210384 大阪府 穴織カーボン株式会社 6120901010286
カーボングラファイトを用いた新感覚調理器具の製造
開発

立野　靖人

137 3027210385 大阪府 大昌電器株式会社 7122001015561
高速溶接技術の獲得による駅ホーム向け新製品開発
及び生産性向上

瀬尾　公一

138 3027210388 大阪府 有限会社協栄製作所 4122002012949
缶バッジ裏蓋組立工程の完全自動化による量産体制
の構築

株式会社池田泉州銀行

139 3027210390 大阪府 大正技建株式会社 3120001027787
公共インフラ（コンクリート）補修の時間短縮を図る技術
の採用計画

尼崎信用金庫

140 3027210398 大阪府 株式会社宝永起工 2120001016188
製造管理システム導入による生産性向上と人材育成充
実化の取組

株式会社日本修身経営

141 3027210399 大阪府 関西スチールネット株式会社 4122001008709
新型ワイヤーフォーミングマシン導入による線材製品の
３次元加工の実現

岡本　春市

142 3027210401 大阪府 東洋紙工株式会社 4122001016281
新規加工機の導入による、ダンボールの特注品・別注
品事業の強化

大阪信用金庫

143 3027210403 大阪府 大同特殊工業株式会社 8120101003741
硬線ワイヤーブレードを活用した高品質ふっ素樹脂フ
レキシブルホースの開発

アドバンスト・エム株式会社

144 3027210409 大阪府 藤田歯科豊中ステーションクリニック
「最新セレックシステム×予防歯科」による虫歯再発率
の徹底的低減の実現

株式会社ヒューマンネット・
コンサルティング

145 3027210412 大阪府 扇港樹脂工業株式会社 3120001147065
検査工程の見直しで更なる品質向上を実現し、競合他
社より圧倒的優位に立つ計画

京都信用金庫

146 3027210413 大阪府 株式会社九地良 7120001063093
ＡＩスピーカーと家電コントローラーを活用した見守り
サービスの開発

若松　敏幸

147 3027210418 大阪府 菊田印刷株式会社 8120901023410
最新型インラインロボット断裁から梱包業務までの自動
化による生産性向上計画

大阪信用金庫

148 3027210420 大阪府 株式会社東洋製作所 4120001148285 ＣＮＣ旋盤導入による高精度化・高速化で事業多角化 株式会社京都銀行

149 3027210421 大阪府 株式会社聖の剛 6122001021965
産業廃棄物とその処理プロセスの見える化による計画
的収集運搬・処理の実現

大阪府商工会連合会

150 3027210422 大阪府 恩加島木材工業株式会社 2120001030379
業界初！機械化と不燃認定を両立した天然木化粧板
のエイジング加工法開発

株式会社りそな銀行

151 3027210424 大阪府 ストロング金属株式会社 1122001003720 掛金具の生産プロセス改善と新規市場への進出 株式会社京都銀行

152 3027210426 大阪府 有限会社中企画 3130002028288
新型設備導入による「特殊鉄骨階段」の製造開始と、内
製化による短納期の実現。

一般社団法人中小企業人材育
成協会

153 3027210427 大阪府 株式会社アルファ 7120101047194
新型リサイクルペレット製造機導入による品質及び生
産率向上計画

株式会社紀陽銀行

154 3027210429 大阪府 株式会社ケイプラスモールドジャパン 9122001025914
高精度・高剛性な精密成形研削盤導入による金型製造
の生産性向上計画

株式会社池田泉州銀行

155 3027210431 大阪府 中尾食品工業株式会社 9120101005126
　高品質で小ロット対応可能な生芋１００％こんにゃく製
造体制の構築

株式会社紀陽銀行

156 3027210433 大阪府 株式会社テニック 4120001067428
ＢｔｏＢクラウド受注システムによるテニス用品の販売促
進計画

竹田　平八郎

157 3027210434 大阪府 株式会社ＮＨＴＫ 1120101045682
目視によるシワ除去作業を廃止し、生産性と品質向上
を図る計画

株式会社池田泉州銀行

158 3027210436 大阪府 那須歯科
抜かずに自分の歯を残すためのデジタル精密根管治
療の提供

税理士法人ＦＰ総合研究所

159 3027210439 大阪府 株式会社三協 8122001016526 次世代型倉庫管理システムの開発 御堂筋税理士法人

160 3027210444 大阪府 株式会社マルエス 7120101007090
軟Ｘ線センサとＸ線遺物検査装置による包装工程の高
度化・高効率化

株式会社シャイン総研



161 3027210453 大阪府 有限会社奥村製作所 5122002001249
異形状難削部品の加工での工程集約と高精度化・短
納期化・省力化

ひまわり経営サポート株式会
社

162 3027210454 大阪府 有限会社垣内店舗 7122002001123
最新型ボーリングマシンによるアート作品の量産化計
画

山本　文則

163 3027210458 大阪府 株式会社ヤシマ精工 5122001007750
超高精度・超高速切削加工による超短期間での革新的
金型生産手法の開発計画

関西みらい銀行

164 3027210459 大阪府 株式会社尾山畳店 4122001020812
市場が要求する「薄畳・縁のない畳」受注に応える生産
技術向上および経営力強化計画

大阪府商工会連合会

165 3027210460 大阪府 報栄印刷株式会社 3120001016187
最新製版専用演算ソフトウェア導入によるリードタイム
短縮と高品質増産体制計画

合同会社エドエックス・ラボ

166 3027210463 大阪府 浦西木工株式会社 8120101037979
最新型ボーリング機の導入による木製建具の量産化計
画

岸本　圭祐

167 3027210464 大阪府 株式会社豊三精機工業所 3120001148567
全ＳＵＳ製台車のハンドルを低コスト生産するパイプベ
ンダーの導入

枚方信用金庫

168 3027210465 大阪府 中平印刷所
デジタル印刷機・卓上紙折機導入による生産能力の革
新的改善と品質向上計画

大阪信用金庫

169 3027210468 大阪府 泉州ダイス工業所
伸線用ダイス高効率研磨機の導入による急増需要へ
の対応と付加価値の向上

株式会社紀陽銀行

170 3027210470 大阪府 株式会社宝萬製作所 9120001016181
ＣＡＤ／ＣＡＭと切削加工機のＩＴ連携による加工工程の
改善・強化

株式会社阿波銀行

171 3027210471 大阪府 株式会社ヤマト紙工 8122001007814
当社の強みである問題解決能力を実現する高い技術
力を活かした受注拡大の為、生産性向上を図る

株式会社京都銀行

172 3027210472 大阪府 有限会社永野義肢 5120002071725
医療用インソールの増産需要とスポーツ用インソール
の新規展開に向けた革新的生産体制の構築

株式会社池田泉州銀行

173 3027210476 大阪府 阪神特殊鋼株式会社 7120001050488
最新型切断機の導入による船舶用エンジン部品の供
給能力拡大

株式会社三井住友銀行

174 3027210480 大阪府 清和工機株式会社 9140001078501
最新マシニングセンタ導入による鉄道車両用台車部品
の加工精度向上と生産性向上

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

175 3027210481 大阪府 株式会社脇坂エンジニアリング 5122001008187
革新的真空成型機の量産化及び関連機器開発体制の
整備計画

株式会社りそな銀行

176 3027210482 大阪府 有限会社大和自動機 2120002009843
最新のＣＮＣ旋盤導入による医療機器用部品の生産体
制の確立

大阪シティ信用金庫

177 3027210483 大阪府 株式会社藤井精密回転機製作所 1120001052812 複合旋盤の導入による特注モータの短納期化計画 島本　昌一

178 3027210487 大阪府 ジョー・プリンス竹下株式会社 3120001081561
３Ｄモデリングマシンと３Ｄプリンタ導入による試作体制
の確立

山本　雄司

179 3027210494 大阪府 原田繊維株式会社 8122001019727
タフティングマシンの改良による高品質デザインカー
ペットの量産計画

中上　祐次郎

180 3027210495 大阪府 株式会社池上製作所 7120901009006
分析・解析機器の部品加工のロボット化による良品率
向上と量産化

ひまわり経営サポート株式会
社

181 3027210497 大阪府 田中化工株式会社 7122001019249
最新ショットブラスト装置の導入による手術練習器の生
産プロセス構築

株式会社南都銀行

182 3027210498 大阪府 株式会社グッド・サポート 3120001166593
ハラール和食需要拡大に応える高品質化と輸出も見据
えた生産体制の構築

北おおさか信用金庫

183 3027210504 大阪府 株式会社三和歯車 1120001007642
ＣＮＣ化による生産性向上での短納期化実現と先端技
術加工品の製造

株式会社京都銀行

184 3027210505 大阪府 株式会社イレブンインターナショナル 5120101027198
３次元測定による設計開発プロセスの効率化と時短化
の実現

前田　雅章

185 3027210507 大阪府 株式会社テクノファーム 1120101030189
自動円周溶接機の導入によるステンレス製品の本体・
配管一貫生産体制の構築計画

中上　祐次郎

186 3027210508 大阪府 株式会社マツダスクリーン 9120101001884
売上が伸びている導光板製作工程のボトルネック工程
を解消、更なる売上向上を！

株式会社りそな銀行

187 3027210513 大阪府 ゼネラル化成株式会社 1120001148057
クレーム０を達成する高品質の食品工業用洗浄剤の製
造とサポート体制の確立

北大阪商工会議所

188 3027210514 大阪府 東邦金属株式会社 5120001077491
生体吸収材用マグネシウム合金極細ワイヤーの革新
的量産体制確立

株式会社三菱ＵＦＪ銀行

189 3027210519 大阪府 太西精工
環境汚染を抑制する電動車向け締結部品の精密測定
技術の獲得

株式会社コムラッドファーム
ジャパン

190 3027210520 大阪府 株式会社アドパック 7120101000137
最新機械導入による生産性向上により最終製品を開
発、売上・利益率向上！

大阪シティ信用金庫

191 3027210522 大阪府 大和電化株式会社 1120001020934
制御盤装置の導入に基づく工程自動化による生産プロ
セスの改善

大阪信用金庫

192 3027210534 大阪府 今井工業株式会社 5120101000849
ＮＣ加工機導入による納骨壇の加工精度向上・生産能
力強化・時間短縮

関西みらい銀行

193 3027210538 大阪府 高村電機工業株式会社 3120001031178
光源拡散型ＬＥＤモジュールによる箱文字看板への新
事業展開

合同会社照参会

194 3027210540 大阪府 理研発条工業株式会社 3122001016423
熟練の“飛ぶ・跳る・縮む”技術を中物製品へ！ＩｏＴコイ
リングマシン導入による精密自動車ばねの製品化

株式会社京都銀行

195 3027210545 大阪府 株式会社ナンブ精工 5120101023239
歯科技工設備の拡充による、デンチャー製作の精度・
効率向上

ひまわり経営サポート株式会
社

196 3027210554 大阪府 株式会社関西スチールフォーム 5120001095923
独自の品質管理体制と、他業界からの設備導入で、鉄
筋加工に革命を！

ＭＳＣ税理士法人

197 3027210565 大阪府 株式会社木幡計器製作所 3120001027325
ロウ付け装置及び検査記録・文書管理システム導入で
の工程改善による生産性向上

奥村　量之

198 3027210568 大阪府 嶋津工業株式会社 1122001003290
東大阪鉄工所発金属デザイン家具製造における高品
質化と生産体制の構築

尼崎信用金庫


