平成２８年度補正「革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金」採択案件一覧
本事業については、平成２８年１１月１４日（月）から平成２９年１月１７日（火）（電子申請：１月１８日（水））までの期間において公募を行いましたところ、全国で
１５，５４７件の応募がありました。

地域採択審査委員会および全国採択審査委員会において厳正な審査を行った結果、当地域事務局では以下のとおり５６５件を採択することといたしました。

【全国事務局】
全国中小企業団体中央会 事業推進本部 ものづくり補助金事業部
【大阪府地域事務局】
大阪府中小企業団体中央会 ものづくり中小企業支援室
電話 ０６－６９４７－４３７８

（受付番号順）
受付番号

都道府県

申請者名称

法人番号

事業計画名

認定支援機関名

2827110001 大阪府

株式会社美作研磨工作所

3122001007232

非磁性材を含む薄物小物加工品の高品質低コストな砥石
研削技術の開発

2827110003 大阪府

ビューティードア株式会社

2120101022359

ハンドキャッパー機導入による納期短縮と高付加価値美容
堺商工会議所
液の追求

2827110005 大阪府

株式会社阪口製作所

4122001002653

新興国の水道インフラ設備のニーズに応える画期的排水
管の開発計画

2827110007 大阪府

株式会社ヤサカ

3122001007629

ＬＥＤ照明器具の軽量化と増産に対応した高精度ダイカスト
株式会社エフアンドエム
鋳造技術の構築

2827110008 大阪府

パルインテリア工業株式会社

6120001069125

インフラとしての観光バス用キャビネット加工機械化による
株式会社エフアンドエム
生産倍増計画

2827110009 大阪府

光金属精工株式会社

5120001013389

エンジン用“世界初、高品質・高剛性、ハイブリッドボルト”
を開発し、ネジ業界に新たな歴史を作る

2827110010 大阪府

株式会社谷口製作所

3120001156090

ＬＥＤ照明器具金型の短納期・ユニット減数・大型化を同時
株式会社エフアンドエム
実現する生産体制の構築

2827110013 大阪府

株式会社三協電材製作所

4120901009438

半導体機器等に搭載される合成樹脂加工製品の生産体制
株式会社エフアンドエム
の革新化計画

2827110014 大阪府

ツチヤ精工株式会社

4120001197381

難削金属材の無人運転加工技術の確立

永和信用金庫

2827110017 大阪府

西河スプリング株式会社

8120101037302

自動車のブレーキシリンダー用バネの高精度化と短納期
化

紀陽銀行

2827110018 大阪府

大伸ダイス工業株式会社

8120001020812

次世代自動車の普及拡大を見越したリチウムイオン電池の
株式会社エフアンドエム
金型部品改善・増産計画

2827110019 大阪府

有限会社林鉄工

9129902011818

大型ワイヤー放電加工機導入で金型づくりの進化と新規分
紀陽銀行
野への参入

2827110021 大阪府

株式会社ベッセル工業

2120001013557

絶縁ドライバーの量産に供する『耐電圧テスト自動化ロボッ
三井住友銀行
ト』の導入

2827110022 大阪府

パックプリント株式会社

2120901007971

全自動ボトル検査装置による不良率ゼロを目指した印刷品
北おおさか信用金庫
質全数検査

2827110023 大阪府

株式会社光洋

3122001002472

ＩＯＴ対応高性能ワイヤ放電加工機導入にて金型製作及び
東大阪商工会議所
保全プロセス改善による生産性向上

2827110026 大阪府

株式会社山下製作所

9120001111379

半導体の競争力強化に資する電線生産装置の生産性向
上

株式会社エフアンドエム

2827110028 大阪府

株式会社富士溶工

7120001050612

ゴルフ場コース管理車用部品等製造における生産性向上
及び販路拡大計画

京都銀行

2827110030 大阪府

株式会社中村鈑金工業所

3122001009625

リチウムイオン電池生産装置各種試作部品の短納期化に
株式会社エフアンドエム
よる競争力強化

2827110032 大阪府

株式会社盆木製作所

4120101006327

航空機部品等製造用の高精度な大型コレットチャックの安
株式会社エフアンドエム
定供給体制の確立

2827110034 大阪府

アルファメック株式会社

1120001011636

機能めっき用アルミニウム素材加工ライン構築と量産化の
株式会社エフアンドエム
確立

2827110037 大阪府

有限会社紀和金属製作所

2120002009380

社内外の安全性を確保した燃料電池配管用部品の短納期
株式会社エフアンドエム
生産体制の構築

2827110038 大阪府

株式会社タイガー製作所

1120101021584

ＮＣ自動穴あけ機の導入による加工精度及び生産性の向
上計画
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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

2827110262 大阪府

株式会社ＳＫＢ

5122001003246

建築金物の高機能・高品質要求に迅速に対応できる体制
構築

株式会社エフアンドエム

2827110263 大阪府

株式会社大日工業

9122001019172

自動車機能部品の高精度試作品製作要求に対応する社
内プレス加工体制の構築

株式会社エフアンドエム

2827110264 大阪府

株式会社山﨑木工所

4122001016050

木工用５軸ＮＣルーター導入による新技術を活かしたデザ
インの木製椅子の生産

京都信用金庫

2827110265 大阪府

株式会社堀内機械

3120101006690

エコ最適！！を実現、高精度一体型水圧式サーボシリンダ 堺商工会議所

2827110267 大阪府

トキワ印刷株式会社

2120001085555

レーザー加工ロボットによるパッケージ生産プロセスの革
新事業

りそな銀行

2827110268 大阪府

有限会社三浦製作所

1120902009217

高性能ＣＮＣ旋盤導入による大口径プラスチック精密加工
の製造力強化

京都銀行

2827110273 大阪府

株式会社三協製作所

4120901000925

建築金物の製造過程に最新ＩＳＴと高速タレパンの導入で超
京都信用金庫
高品質・超短納期を実現

2827110274 大阪府

株式会社小松工作所

8120101023186

マシニングセンターと３次元ＣＡＤ／ＣＡＭによる曲面金属
加工の高度化

堺商工会議所

2827110276 大阪府

株式会社明和真空

6122001007428

不連続蒸着による機能性メッキの表面処理技術確立及び
生産体制強化計画

大阪シティ信用金庫

2827110277 大阪府

有限会社森口製作所

7122002004893

二次電池検査装置用薄肉部品の加工技術確立及び高効
率生産体制構築計画

大阪シティ信用金庫

2827110278 大阪府

大阪中央ダイカスト株式会社

5122001015167

洗浄工程の自動化による、コンタミレス工程の実現

三井住友銀行

2827110279 大阪府

有限会社プロテクノ堺

6120102012000

高精度マシニングセンター導入によるものづくり領域の拡
大及び納期短縮

堺商工会議所

2827110283 大阪府

有限会社大一創芸

7122002014216

自動機の導入による新たなデザインのふくさの開発と生産
大阪シティ信用金庫
性向上

2827110287 大阪府

株式会社コダマ

7120001104764

車載向けＩｏＴセンサーチップの高度化

2827110290 大阪府

株式会社一柳金型製作所

9120002026246

研削盤と社内技術を活用したカム式順送金型の短納期制
北おおさか信用金庫
作体制構築

2827110293 大阪府

江見印刷紙工株式会社

5122001017840

業務管理システム導入でＱＣＤを強化し顧客満足度を向上
八尾商工会議所
させる

2827110294 大阪府

株式会社タケヤテック

5120001029245

次世代航空機向けニッケル合金製エンジン部品の精密加
工技術開発事業

京都銀行

2827110295 大阪府

株式会社サムラ

5120101003298

製造データのＱＲコード化による建築用セパレーターの生
産性向上

池田泉州銀行

2827110297 大阪府

株式会社ニチエイ

9120101006223

迅速検査機導入による検査体制の高速、標準、高度化及
び取引先拡大

池田泉州銀行

2827110298 大阪府

宝工業株式会社

6120001015343

高精度レーザ加工機導入による搬送装置の迅速な生産体
京都銀行
制確立

2827110299 大阪府

株式会社宮村鉄工所

2720201370027

新型旋盤の導入による加工精度と納期対応の大幅改善の
池田泉州銀行
取組み

2827110303 大阪府

児玉精密株式会社

9120001017394

設計から製作、繋がる“ものづくり”システムを活用した効率
一般社団法人ヒューリットＭＦ
化工場を目指して

2827110304 大阪府

藤田金属株式会社

3122001024129

カスタマイズフライパンの生産能力向上と海外向けの大型
池田泉州銀行
フライパンの製造

2827110306 大阪府

株式会社奥野精密工業

8120101035090

設備導入および加工技術の高度化による大型アルミ部品
の加工精度の向上

2827110308 大阪府

株式会社第一工業製作所

3122001003875

ダイガストマシンと自社技術の融合による鋳造品質の高精
一般社団法人ヒューリットＭＦ
度化と短納期化の探求

2827110309 大阪府

株式会社ＬＨＣ

4120002001245

高精度放電加工機導入によるダイカスト金型の即日メンテ 大阪商工信用金庫

2827110310 大阪府

大和合成株式会社

7120101004229

熱硬化性フェノール樹脂バリレス射出成形技術の開発

税理士法人ＴＡＳ

2827110313 大阪府

有限会社石切精密

7122002000488

産業用ロボット精密減速機の精密部品加工技術開発およ
び安定供給体制の確立

南都銀行

2827110316 大阪府

株式会社ダイワエンジニアリング

9122001014421

高精度複合加工旋盤導入によるハンドルシャフトの短納期
大阪商工信用金庫
生産体制確立計画
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