
平成２８年１０月２７日 

各位 

 

 

 

 

 

 

株式会社池田泉州銀行（頭取 藤田博久）は、第１７回「ニュービジネス助成金」にご応募

いただいた１７５プランの中から、“地域創生”大賞１プラン・同優秀賞３プラン・同奨励賞

８プランの合計１２プラン（別紙）に助成金を贈ることを決定しましたので、お知らせいたし

ます。 

 

当行は平成１５年より本助成金をスタートし、「地域創生」につながる取組みとして新規性・

独創性に富む技術やビジネスプランを有する企業・起業家を応援しております。これまで  

１９４先に約１億４千万円の助成金をお贈りしました。 

１７回目となる今回は、前回までの募集エリア（大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県）に新

たに奈良県、滋賀県を加え、一層幅広い地域および様々な分野から、多数のご応募をいただき、

当行の産学官ネットワーク（大学、公的研究機関、ベンチャー支援機関等）で構成された『ニ

ュービジネス目利き委員会』での評価・審査を経て各賞を決定いたしました。 

 

なお、平成２８年１１月９日・１０日に開催する「ビジネス・エンカレッジ・フェア 2016」

の会場（マイドームおおさか）において、各賞の授与式を執り行い、プラン内容を展示いたし

ます。 

 
 

 

 

 

 

 

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 17 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 1,000 万円】（大賞 300 万円） 

 12 プランを目途に採択 

【総額 3,000 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 194 先 総額 約 1.４億円 採択総数 176 先 総額 約３.6 億円 

日時 平成 28 年 11 月 9 日（水） 午前 10 時～10 時 40 分 

場所 
マイドームおおさか３階（大阪市中央区本町橋 2 番 4 号） 

「ビジネス・エンカレッジ・フェア 2016」会場内にて開催 

【地域創生】 

第１７回「ニュービジネス助成金」１２プラン決定！ 

 ～地元企業の新規性・独創性に富む技術やビジネスプランを応援～ 

（ご参考）池田泉州銀行の助成金制度の概要 

「第１７回 ニュービジネス助成金」授与式の概要 



 

（別紙） 

【 “地域創生”大賞（１プラン）３００万円 】 
 

 

 
【 “地域創生”優秀賞（3 プラン）各１００万円】 
 

 

 
【 “地域創生”奨励賞（8 プラン）各５０万円 】 
 

 

企業名 プラン名

株式会社ＯＫファイバーテクノロジー

（京都府木津川市）

代表取締役　岡　潔

複合型光ファイバースコープを用いた
低侵襲レーザー治療システムの研究開発

企業名 プラン名

アンチエイジングペプタイド株式会社

（大阪府茨木市）

代表取締役社長　橋弥　尚孝

株式会社ＡＦＩテクノロジー

（京都府京都市）

代表取締役　円城寺　隆治

オーセラ株式会社

（大阪府大阪市）

代表取締役社長　福田　匡洋

機能性ショートペプチドを活用した化粧品、
育毛剤、創薬プラットフォームテクノロジーの

開発、製造販売

再生医療等の産業化推進、微生物検査産業の
革新を実現する細胞・微生物分離システムの開発

リチウムイオン電池製造分野における
超高機能ファインセラミックス素材

『レコジット』（特許取得済）の実用化プラン

企業名 プラン名

株式会社インフォテック

（大阪府大阪市）

代表取締役社長　野上　竜太

ウェトラブ株式会社

（滋賀県大津市）

代表取締役　岡野　仁夫

ＬＣ Ｏｐｔｅｌｓ

（大阪府箕面市）

澁谷　義一

三晃精機株式会社

（奈良県大和高田市）

代表取締役　笹岡　元信

一般社団法人ＳＯＦＩＸ農業推進機構

（滋賀県草津市）

代表理事　篠﨑　彰大

株式会社テルミーソリューションズ

（大阪府吹田市）

代表取締役　山本　光平

株式会社プラステコ

（大阪府池田市）

代表取締役　林　龍太郎

株式会社ミュー

（滋賀県大津市）

代表取締役　大塚　尚武

自走カプセル内視鏡の事業化

環境に優しい生分解性プラスチックの
不活性ガス発泡を普及させるためのシステム開発

美容院に於ける毛髪分析サービスの事業化

河川監視用画像鮮明化装置の開発

SOFIX技術を用いた世界的競争力のある
農産業基盤の構築とその事業化

～滋賀県モデルの構築～

科学技術白書に紹介され、東京大学安田講堂で
発表した電動運搬車の量産化事業

大口径液晶レンズを応用した、
度数可変型眼鏡の実用化

リアルな感触の人工組織を用いた
外科手術トレーニングシミュレーターの開発



【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１７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）

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

募集 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 第17回

（21年） （22年） （23年） （24年） （25年） （26年） （27年） （28年）

応募 132件 144件 115件 132件 105件 124件 114件 175件 1,919件

募集 12件 13件 12件 12件 13件 12件 16件 12件 194件

合計

分野別内訳 件数 割合

ものづくり 53 30%

バイオ・医療 28 16%

環境・エネルギー 7 4%

ＩＴ・通信技術 34 19%
サービス・福祉・観光・その他 53 30%

合計 175

地域別 件数 割合

大阪府 112 64%

兵庫県 26 15%

京都府 21 12%

和歌山県 4 2%

奈良県 1 1%

滋賀県 11 6%

合計 175

企業・個人 件数 割合

企業 148 85%

個人 27 15%

合計 175

ご参考 


