
平成２7 年１２月 3 日

各 位

株式会社池田泉州銀行

株式会社池田泉州銀行（頭取 藤田博久）は、「地域創生」につながる取組みの１つとして、

平成１５年より「ニュービジネス助成金」をスタートし、新規性・独創性に富む技術やビジネ

スプランを有する企業・起業家の応援を行ってまいりました。

１６回目を迎える今回も、大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県にわたる幅広い地域および様々

な分野から、１１４プランの応募があり、産学連携（大学、公的研究機関、ベンチャー支援機

関等）による『ニュービジネス目利き委員会』での評価・審査を経て、本日“地域起こし”大

賞・同優秀賞・同奨励賞および合併５周年を記念して設けた地域創生特別賞を加えた１６プラ

ンに総額 1,200 万円を贈ることを決定いたしました。

これまでの応募プランは今回を含め合計１，７４４件、表彰企業の総数は１８２社、助成金

の総額は１億３千万円を超えました。

“地域起こし”大賞（１プラン）をはじめとする１６プランは別紙の通りです。

本日、「ビジネス・エンカレッジ・フェア２０１５」の会場（大阪国際会議場）において、

“地域起こし”大賞・同優秀賞・同奨励賞・地域創生特別賞のプラン内容を展示するとともに、

各賞の授与式を執り行いました。

名称 ニュービジネス助成金 コンソーシアム研究開発助成金

制度開始 平成 15 年～計１６回募集 平成 16 年～計１２回募集

目的
新規性・独創性のあるビジネスプランを

有する企業、起業家の発掘・育成

① 中小企業の「事業多角化」、「第二の創業」

の柱を育成

② 中小企業と大学等との共同研究開発促進

助成対象
事業化段階にある製品や技術などの

“ビジネスプラン”
事業化を目指している“共同研究開発プラン”

助成金額

【総額 1000 万円】（大賞 300 万円）

12 プランを目途に採択

※今年度は地域創生特別賞４プラン・

200 万円を加えた総額 1200 万円

【総額 3000 万円】（上限 300 万円）

15 プランを目途に採択

これまでの実績 受賞総数 182 先 総額 約 1.３億円 受賞総数 160 先 総額 約３.３億円

次回募集期間(予定) 平成 2８年４月頃予定
※【現在募集中】

平成 2７年 11 月４日～12 月２４日

第１６回「ニュービジネス助成金」

“地域起こし”大賞 １プラン
同優秀賞 ３プラン・同奨励賞 ８プラン・地域創生特別賞 ４プラン

～総額１,２００万円 １６プラン決定！～

（ご参考）池田泉州銀行の助成金制度の概要



（別紙）

【 “地域起こし”大賞（１プラン）３００万円 】

【“地域起こし”優秀賞（3 プラン）各１００万円】

【 “地域起こし”奨励賞（8 プラン）各５０万円 】

企業名 プラン名

iHeart Japan株式会社
（京都府京都市）

代表取締役 角田 健治

IPS細胞を用いた細胞医薬とリサーチ・ツールの
研究開発

企業名 プラン名

株式会社エコワークス
（大阪府貝塚市）

代表取締役 中筋 一美

産業廃棄物（石膏ボード）のリサイクルシステム

企業名 プラン名

株式会社J-ARM
（大阪府大阪市）

代表取締役 岡田 邦彦

獣医再生医療を推進するためのシステム構築と
その事業化

企業名 プラン名

株式会社三木製作所
（大阪府東大阪市）

代表取締役社長 三木 茂晴

目からウロコの発想によるオリジナル緩み止め
ナット“ハイロックアド”、その標準化の拡大
および品質向上による拡販推進

企業名 プラン名

株式会社アクアセラピューティクス
（兵庫県神戸市）

代表取締役社長 吉川 寿徳

難治性疾患を対象としたぺリオスチンを
標的とする新規核酸医薬品の研究開発

企業名 プラン名

アドバンスドグリーンテクノロジー株式会社

（大阪府茨木市）
代表取締役 伏見 宏司

抗酸化・抗菌の鮮度保持フィルムの開発及び量産

企業名 プラン名

株式会社アロマジョイン
（京都府相楽郡）

代表取締役 金 東煜

ウェアラブル香り制御装置の開発及び実用化



【 地域創生特別賞 （４プラン）各５０万円 】

企業名 プラン名

株式会社キャンサーステムテック
（大阪府茨木市）

代表取締役社長 近藤 礎

消化器癌幹細胞を標的とした新規治療薬の研究

企業名 プラン名

株式会社空研
（大阪府羽曳野市）

代表取締役 上田 俊次

乗用車用ホイールナット締付けエアーナットランナ
の開発

企業名 プラン名

ジーワン株式会社
（大阪府大阪市）

代表取締役 森 啓悟

新しい通信プロトコル リップル通信を利用した
LED制御システムの販売とレンタル事業

企業名 プラン名

株式会社空色
（兵庫県芦屋市）

代表取締役 中嶋 洋巳

1対1のチャットでスタイリストにコーディネート
を相談・購入できるアプリ「PRIMODE」及び
同チャットシステムの既存EC等への導入サービス
「OK SKY」

企業名 プラン名

プレンプロジェクト有限会社
（大阪府大阪市）

代表取締役 赤澤 夏郎

オープンソース型情報処理及び３Dプリンタによる
立体造形技術を活用したプログラミング教育用
ロボットの開発

企業名 プラン名

株式会社CLIP
（大阪府大阪市）

代表取締役社長 石原 隆広

「たった一枚でスマートな世界」
「財布を薄く、財布の中身をクラウド化」

企業名 プラン名

株式会社興徳クリーナー
（大阪府岸和田市）

代表取締役 片渕 昭人

竹材を原料として利用した、
産業廃棄物処理における薬剤「固化材」の
製造および販売事業

企業名 プラン名

株式会社ゼロ・サム
（京都府京都市）

代表取締役 菊池 力

スマートフォンのテキスト・音声チャット
機能を活用した訪日外国人旅行客向け
多言語サポート事業

企業名 プラン名

株式会社ビケンバイオミクス
（大阪府吹田市）

代表取締役 辻野 泰充

網羅的病原体検出を可能とする
グリッド・コンピューティング事業



【ニュービジネス助成金 】応募件数・受賞件数の推移について

【第１６回 】ニュービジネス助成金応募結果について

※第 1 回（平成 15 年上期）から第６回（平成 17 年下期）は年２回募集

以上

第１回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回

（15年上期） （15年下期） （16年上期） （16年下期） （17年上期） （17年下期） （18年） （19年） （20年）

86件 72件 84件 62件 87件 48件 167件 116件 156件

10件 10件 10件 10件 10件 5件 13件 12件 12件

第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回

（21年） （22年） （23年） （24年） （25年） （26年） （27年）

132件 144件 115件 132件 105件 124件 114件 1,744件

12件 13件 12件 12件 13件 12件 16件 182件

合計

分野別内訳 件数 割合

ものづくり 27 24%

バイオ・医療 14 12%

環境・エネルギー 8 7%

ＩＴ・通信技術 22 19%

サービス・福祉 その他 43 38%

合計 114

地域別 件数 割合

大阪府 71 62%

兵庫県 27 24%

京都府 15 13%

和歌山県 1 1%

合計 114

企業・個人 件数 割合

企業 91 80%

個人 23 20%

合計 114

ご参考


