
（受付番号順）

受付番号 ブロック 申請者名称 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

幹事企業：廣田縫工株式会社
幹事企業：
8140001075838

幹事企業：株式会社みなと銀行

連携先１：植山織物株式会社
連携先１：
1140001075316

連携先１：兵庫県商工会連合会

幹事企業：辰巳織布株式会社
幹事企業：
9120101037086

幹事企業：岸和田商工会議所

連携先１：株式会社のりつけや
連携先１：
5120101041001

連携先１：岸和田商工会議所

幹事企業：睦工業株式会社
幹事企業：
1122001020278

幹事企業：八尾商工会議所

連携先１：植一精工株式会社
連携先１：
4122001000731

連携先１：特定非営利活動法人
ものづくり人材アタッセ

幹事企業：かず歯科クリニック 幹事企業：株式会社滋賀銀行

連携先１：株式会社カクキチ
連携先１：
8160001012525

連携先１：株式会社滋賀銀行

幹事企業：有限会社丸髙工業
幹事企業：
6120002073142

幹事企業：邊見篤史

連携先１：有限会社プラグレス
連携先１：
9120002064502

連携先１：荻堂正至

幹事企業：丸昭機械株式会社
幹事企業：
1120001108647

幹事企業：株式会社ダイワマネ
ジメント

連携先１：有限会社美山興業
連携先１：
3130002028528

連携先１：株式会社ダイワマネ
ジメント

幹事企業：有限会社征和建設
幹事企業：
1140002054112

幹事企業：但陽信用金庫

連携先１：株式会社アーステック
連携先１：
3140001075280

連携先１：但陽信用金庫

幹事企業：株式会社越智製作所
幹事企業：
9120001157182

幹事企業：株式会社ゼロプラス

連携先１：ＴＥＴＳＵＪＩＮ株式会社
連携先１：
1120001208760

連携先１：株式会社ゼロプラス

連携先２：坂口鋼材株式会社
連携先２：
4120001012367

連携先２：株式会社ゼロプラス

幹事企業：合同会社ＫＹＯＤＯ
幹事企業：
3130003006004

幹事企業：マネーコンシェル
ジュ税理士法人

連携先１：株式会社京都えんゆう
連携先１：
2130001054443

連携先１：マネーコンシェル
ジュ税理士法人

連携先２：株式会社ＫＡＣ
連携先２：
3130001061059

連携先２：マネーコンシェル
ジュ税理士法人

連携先３：株式会社ＵＡＨ
連携先３：
2130001054955

連携先３：マネーコンシェル
ジュ税理士法人

幹事企業：株式会社健康開発
幹事企業：
8120901006324

幹事企業：井上雄介

連携先１：トリニティ情報株式会社
連携先１：
7120001131874

連携先１：井上雄介

幹事企業：株式会社モリモト医薬
幹事企業：
7120901013726

幹事企業：大阪商工信用金庫

連携先１：高砂工業株式会社
連携先１：
2200001021378

連携先１：株式会社十六銀行

幹事企業：有限会社ひかりドライ
幹事企業：
4150002007669

幹事企業：枡田和浩

連携先１：株式会社ホームドライ
連携先１：
9140001015396

連携先１：日新信用金庫

連携先２：特定非営利活動法人感生
連携先２：
3120005015929

連携先２：枡田和浩

連携先３：株式会社ダイニチ
連携先３：
2240001031175

連携先３：枡田和浩

連携先４：株式会社Ｓｕｎドライ
連携先４：
1140001108819

連携先４：日新信用金庫

幹事企業：テツクス理研株式会社
幹事企業：
2140001069515

幹事企業：税理士法人河田タッ
クスマネジメント

連携先１：石川技研工業株式会社
連携先１：
3220001008975

連携先１：税理士法人河田タッ
クスマネジメント

幹事企業：日光化成株式会社
幹事企業：
6120001068523

幹事企業：株式会社りそな銀行

連携先１：株式会社カサタニ
連携先１：
6120001054465

連携先１：株式会社三菱ＵＦＪ
銀行

幹事企業：株式会社紫光技研
幹事企業：
9140003010610

幹事企業：兵庫県商工会連合会

連携先１：株式会社扇港理研
連携先１：
8140001008772

連携先１：兵庫県商工会連合会

幹事企業：福伸電機株式会社
幹事企業：
5140001063589

幹事企業：森かおる

連携先１：ＴＧテック株式会社
連携先１：
3140001103306

連携先１：但陽信用金庫

連携先２：株式会社マリン精工
連携先２：
2040001010711

連携先２：株式会社京葉銀行

連携先３：株式会社ユースワーク
連携先３：
1040001015760

連携先３：千葉信用金庫

連携先４：有限会社トップギヤー
連携先４：
9100002016315

連携先４：上田信用金庫

連携先５：山恵鉄工株式会社
連携先５：
6070001019300

連携先５：株式会社群馬銀行

連携先６：株式会社三峰
連携先６：
7030001071213

連携先６：株式会社埼玉りそな
銀行

幹事企業：株式会社毛利書店
幹事企業：
8120901025919

幹事企業：北おおさか信用金庫

連携先１：有限会社サンビレッジハート
連携先１：
6120902022289

連携先１：北おおさか信用金庫

連携先２：ｇｏｌａｚｏ 連携先２：北おおさか信用金庫

幹事企業：株式会社プリント・キャリー
幹事企業：
1122001006723

幹事企業：株式会社大三経営事
務所

連携先１：株式会社スマート・ロジ
連携先１：
5120901016350

連携先１：株式会社大三経営事
務所

幹事企業：グライコバンク株式会社
幹事企業：
6011701015800

幹事企業：水谷弘隆

連携先１：有限会社Ｐ＆Ｆａ
連携先１：
5050002041652

連携先１：水谷弘隆

18 3177110025 近畿ブロック
バルクデータの２社共有及び工程切り分けによる生産性の
向上と収益化の実現

19 3177110026 近畿ブロック
企業間データ活用によるクラウド型農業生産システムの開
発

16 3177110023 近畿ブロック
波形解析データの連携による予知保全技術の共同実用化
開発

17 3177110024 近畿ブロック
書店ＰＯＰ活用サービスに近隣商店広告・ウェブ広告が連携
するレコメンドサービス構築

14 3177110020 近畿ブロック
データ共有による車載インサート及びＡＩ成形・周辺機の共同
ＱＤＣ改善開発

15 3177110021 近畿ブロック
水銀フリー紫外線面光源とこれを用いた流水殺菌装置の商
品化と量産体制構築

12 3177110017 近畿ブロック
新たな生産方式とデータ連携・活用による受注拡大・小ロッ
ト生産への対応力強化

13 3177110018 近畿ブロック
クラウドを活用したビッグデータの蓄積と深層学習による欠
陥の発生要因の特定化

10 3177110015 近畿ブロック 健診ビッグデータのＡＩ分析に基づく先制ヘルスケアサービス

11 3177110016 近畿ブロック
連続生産技術による自動凍結乾燥製剤システムの試作開
発

8 3177110010 近畿ブロック
連携体での共同受注と企業間データ連携による川下製造業
への進出

9 3177110012 近畿ブロック
連携獣医師の医療データを共有した京都初ワンストップ高
度医療の実現

6 3177110008 近畿ブロック
成型機制御ソフトウェアのネットワーク連携の実現による革
新的サービスの提供

7 3177110009 近畿ブロック
３次元測量データの連携活用による次世代ＩＣＴ工事体制の
構築

4 3177110005 近畿ブロック
歯科医院と技工所の協力による高効率・高精度かつ印象材
レスの安全・安心治療の確立

5 3177110007 近畿ブロック
企業間データ連携による生産プロセスの一元管理化と超高
精度部品生産体制の構築

2 3177110003 近畿ブロック
経糸の準備工程・倉庫及び生産設備への管理システム導入
による生産の効率化

3 3177110004 近畿ブロック
データ連携での生産バックアップ体制構築によるサプライ
チェーン強化

平成３１年度　ものづくり・商業・サービス高度連携促進補助金

近畿ブロック　採択案件一覧（19件：50者）

1 3177110002 近畿ブロック
生地製織と縫製加工によるコネクテッドサプライチェーンアラ
イアンス


