
２０２０年３月４日 
 

各位 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社池田泉州銀行（頭取 CEO 鵜川 淳）は、第 20 回「ニュービジネス助成金」ならび

に第 16 回「イノベーション研究開発助成金」にご応募いただいた 204 プランの中から、   

ニュービジネス助成金 13 プラン、イノベーション研究開発助成金 9 プラン、合計 22 プラン

（別紙）の受賞を決定しましたので、お知らせいたします。 
 

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）より構成された

外部有識者による「選考委員会」の評価・審査を経て、２つの助成金における大賞各１プラン、

優秀賞各８プランに助成金をお贈りします。 

また、ニュービジネス助成金における「オープンイノベーション賞」として、サポート企業

により 4 プランが採択され、プランの社会実装へ向けた連携機会等を提供いたします。 
 

２つの助成金制度は、大阪・関西の「地域創生」につながる新しいビジネスプラン、先進的

な研究開発プランを応援することを目的に、今回の受賞も含め累計 457 プランの事業化を後

押ししています。2019 年には採択先から新たに上場する企業も生まれました。 
 

当行は、今後も独自の助成金やネットワークを活用したサポートを通じて、大阪・関西地域

のイノベーション・エコシステム形成に向けて積極的に取組んで参ります。 

 
（ご参考）池田泉州銀行の助成金制度 

名称 ニュービジネス助成金 イノベーション研究開発助成金 

制度開始 2003 年～計 20 回実施 2004 年～計 16 回実施 

目的 
新規性・独創性にあふれた企業・起業家

を応援 

先進的な研究開発で事業化を目指す企

業・研究者を応援 

募集部門 ①ものづくり、②ヘルスケア、③ICT、④環境・エネルギー、⑤観光・サービス 

選考基準 
①新規性、②独創性、③市場性、 

④事業化可能性 等 

①技術上の競争力、②研究開発体制、 

③市場性、④事業化可能性 等 

今年度 

助成結果 

大 賞 300 万円（1 プラン） 

優秀賞 100 万円（8 プラン） 

オープンイノベーション賞（4 プラン） 

大 賞 300 万円（1 プラン） 

優秀賞 200 万円（8 プラン） 

実績 
（今回含む） 

受賞総数 231 件 総額 約 1.7 億円 受賞総数 226 件 総額 約 4.6 億円 

後援 

近畿経済産業局 ／ 近畿総合通信局 

国立研究開発法人 産業技術総合研究所（ニュービジネス助成金のみ） 

国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）関西支部 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 近畿本部 

国立研究開発法人 情報通信研究機構 ／ 国立研究開発法人 科学技術振興機構 

国立研究開発法人 理化学研究所 生命機能科学研究センター 

公益財団法人 神戸医療産業都市推進機構 ／ 公益財団法人 新産業創造研究機構（NIRO） 

公益財団法人 大阪観光局 ／ 独立行政法人 日本貿易振興機構（ジェトロ）大阪本部 

【地域創生】 
第２０回「ニュービジネス助成金」受賞１３プラン決定！ 
第１６回「イノベーション研究開発助成金」受賞９プラン決定！ 

～新規性・独創性に富むビジネスプラン、イノベーティブな研究開発を応援～ 



（別紙） 

■第２０回ニュービジネス助成金 
 

【大賞（1 プラン）300 万円】 

受賞者名 

（所在地） 
部門 プラン名 

株式会社 MEETSHOP 

（大阪府大阪市） 

観光・ 

サービス 

関西初！温活専門店「37SALON」をハブと 

した法人向け健康経営プログラムの展開 

 

【優秀賞（８プラン）各 100 万円】 

受賞者名 

（所在地） 
部門 プラン名 

佐藤 邦弘、吉木 啓介 

（公立大学法人兵庫県立大学） 

（兵庫県姫路市） 

ものづくり 

レンズレスホログラフィによるナノレベル大面

積表面形状計測機の製品化と大学発ベンチャー

の設立 

スリープウェル株式会社 

（大阪府大阪市） 
ヘルスケア 

医療機器小型睡眠脳波計を用いた精神疾患診断

補助サービスの事業化 

株式会社計数技研 

（大阪府大阪市） 
ICT 

首から下の障害と発音に課題がある障碍者用の

マウス開発  

株式会社ぱんだの庭 

（大阪府豊中市） 
ICT 

毎日の学習セットが届く！忙しい母親を助ける

自宅学習の厳選教材開発と SNS を使った仮想

学習教室事業  

山蔦 栄太郎 

（大阪府大阪市） 
ICT 

Ubitone（ゆびとん）－盲ろう者の孤独を解消す

る装着型デバイスを中心としたコミュニケーシ

ョンサポートサービスの開発・提供  

株式会社カラーループ 

（京都府京都市） 

環境・ 

エネルギー 

廃棄繊維を色で分けてアップサイクル 

－新しいリサイクルのかたち 

株式会社システムデバイス 

テクノロジー 

（大阪府大阪市） 

観光・ 

サービス 

世界初の化粧品業界特化型人工知能接客販売 

システム ai.Cierge の提案 

株式会社マイプレジャー 

（京都府京都市） 

観光・ 

サービス 
ペットの高齢化に対応する施設の運営 

 

【オープンイノベーション賞（４プラン）】 

受賞者名 

（所在地） 
サポート企業 部門 プラン名 

１８０株式会社 

（大阪府大阪市） 
阪急阪神不動産株式会社 

観光・ 

サービス 

壁のシェアリングエコノミー

「ウォールシェア」 

スカイリンクテクノ

ロジーズ株式会社 

（兵庫県神戸市） 

有限責任監査法人トーマツ/ 

デロイト トーマツ ベンチャ

ーサポート株式会社 

ものづくり エンジン式空飛ぶクルマの開発 

mui Lab 株式会社 

（京都府京都市） 

有限責任監査法人トーマツ/ 

デロイト トーマツ ベンチャ

ーサポート株式会社 

ICT 
mui による Calm Technology

提供ライセンスビジネスモデル 

株式会社アドリブ 

ワークス 

（大阪府大阪市） 

WeWork Japan 合同会社 
観光・ 

サービス 

ゼロからイチを、いとも簡単に。

－誰もが事業を生み出せるオー

プンイノベーションプラットフ

ォーム『WORKATORS』 



 

 

（別紙） 

 

■第 1６回イノベーション研究開発助成金 

 

【大賞（1 プラン）300 万円】 

受賞者名 

（所在地） 
連携機関 部門 プラン名 

株式会社アイ・ブレイン 

サイエンス 

（大阪府茨木市） 

大阪大学 ヘルスケア 
視線検出による次世代型認知機能 

評価システムの開発 

 

【優秀賞（8 プラン）各 200 万円】 

受賞者名 

（所在地） 
連携機関 部門 プラン名 

伊澤タオル株式会社 

（大阪府大阪市） 
京都工芸繊維大学 ものづくり 

超臨界繊維加工技術による次世代

タオルの開発 

ドリームファスナー株式

会社 

（兵庫県神戸市） 

神戸大学 ものづくり 
新規生体吸収性マグネシウム合金

を利用した医療機器開発 

株式会社オリゴジェン 

（京都府京都市） 
大阪医科大学 ヘルスケア 

ヒト神経幹細胞オリゴジーニーを

用いた神経疾患に対する再生医療

製品の開発 

株式会社クアトロメディ

カルテクノロジーズ 

（滋賀県大津市） 

大阪大学 ヘルスケア 
経カテーテル僧帽弁置換デバイス

の開発 

株式会社ノビアス 

（大阪府大阪市） 
大阪市立大学 ヘルスケア 

食生活の意識を高める実感性の 

高いヘルスケアサービスの開発 

株式会社エイワット 

（大阪府堺市） 

大阪府立大学工業

高等専門学校 
ICT 

マン・マシン統合型 IoT/AI オペ 

レーションガイドの研究 

わたつみ化研株式会社 

（大阪府大阪市） 
北海道大学 

環境・ 

エネルギー 

環境にやさしい新型の水性船底 

防汚塗料の製品化及び事業化 

堺共同漬物株式会社 

（大阪府堺市） 

大阪府立環境農林

水産総合研究所 

観光・ 

サービス 

自社既存低塩水ナス漬け技術に加

え、血圧上昇抑制成分 GABA を生

かした泉州水ナス漬けの開発 

 

 


