
 2021年 1２月 １４日（火） 
      10:00  –  17:00 

日  時 

開催形式 

課題解決型マッチングフェア 

事務局：大阪信用金庫 だいしん総合研究所 
      TEL：06-6775-6590  FAX 06-6772-1630  
      E-mail：souken@osaka-shinkin.co.jp 

お申込み 
お問合せ 

出 展 機 関 ・ 企 業 名 

 多種多様な課題解決を図る支援機関が一堂に集結する「課題解決型マッチングフェア」！ 
新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮し、Ｚｏｏｍを利用したオンライン形式で開催します。 

 Ｚｏｏｍを利用したオンライン形式 
  主催 ： 大阪信用金庫 ・ 堺商工会議所 

 協力 ： 大阪府 ・公益財団法人 大阪産業局      
 協賛 ： 公益財団法人日本中小企業福祉事業財団 
       （日本フルハップ） 

大阪信用金庫 
 ソリューションマイスター  

日本フルハップ  

大阪府立高等職業技術専門校 
（ぎせんこう） 

公益財団法人 
産業雇用安定センター 

大阪信用金庫 
 だいしんＷＯＲＫ²ネット 

大阪府ＩｏＴ推進Ｌaｂ 

リコージャパン株式会社 

ＢAＳＥ株式会社 

出展機関・企業詳細は 
以下のＱＲをご参照下

さい。 

５･補助金・助成金 

２･人材・雇用 

３･ＤＸ 

ＯＳＡＫＡしごとフィールド 
中小企業人材支援センター 

大阪産業技術研究所 

大阪工業大学 

４･技術・知財 

大阪府立 
環境農林水産総合研究所 

信金キャピタル株式会社 

大阪府事業承継 
・引継ぎ支援センター 

１･事業承継・Ｍ＆Ａ 

大阪信用金庫 
 だいしんライフプラン相談 

大阪府産業デザインセンター 

一般社団法人 
大阪中小企業診断士会 

６･販路拡大・その他 

大阪産業局 
（受発注取引あっせん） 

堺商工会議所・ 
株式会社さかい新事業創造セ
ンター（Ｓ－Cube） 

ものづくりビジネスセンター
大阪（ＭＯＢＩＯ） 

ＯＬＴＡ株式会社 

ＭＯＢＩＯ 
知財サポートチーム 

大阪府（ＤＸ推進ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ） 

公立大学法人大阪 
大阪府立大学 

「QRコード」は株式会社
デンソーウェーブ様の 
登録商標です。 

株式会社ＳＩパートナーズ 
ＯＳＡＫＡしごとフィールド 
シニア就業促進センター 

大阪府 労働相談センター 

大阪府 
 障がい者雇用促進センター 

中核人材雇用戦略デスク 
 （大阪府プロ人材） 

大阪府 
 にであう事務局 

パーソルキャリア株式会社 

大阪産業局 
 大阪府よろず支援拠点 



 信金キャピタル株式会社 

 おかげさまで設立２０周年。この度、
関西の拠点として近畿事務所を開設
し、より一層お役に立てるようになり
ました。 

 信用金庫業界の事業承継・Ｍ＆Ａ
の専門会社としてみなさまに寄り添う
会社を目指しています。 

 初期的なお話から、お急ぎ・複雑な
ご相談まで、弊社の豊富な実績・経
験により真摯に向き合わせていただ
きます。是非、お気軽にご相談くださ
い。 

 

みなさまの事業承継・Ｍ＆Ａサポーター！ 

近畿事務所入居ビル 

〒 532 -0011  
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番29号  
新大阪SONEビル fabbit新大阪402 

Tel. 06-6309-1080 
E-mail ： m-sasayama@shinkin-vc.co.jp 
URL： https://www.shinkin-vc.co.jp/ 

担当者：近畿事務所 

     所長 篠山 雅弘 

 
 事業承継の専門家が懇切丁寧に、ご相談対応
いたします。 

 
 親族承継、役員・従業員承継、第三者承継（Ｍ
＆Ａ）のいずれのご相談にも対応可能です。 
 
 課題解決の方向に向かう「きっかけ」が大切で
す。事業承継が気になる経営者様は、お気軽に
ご相談ください。 
 
また、セカンドオピニオンとしてもご活用下さい。 

  あらゆる事業承継のお悩みにご対応いたします。 

〒５４０－００２９ 
大阪市中央区本町橋２－８ 

Ｔｅｌ：06-6944-6257 Ｆａｘ06-6944-8005 

Ｅ－ｍａｉｌ：ojima@Osaka.cci.or.jp 

大阪商工会議所 大阪府事業承継・引継ぎ支援センター 

ＵＲＬ：https://www.osaka.cci.or.jp/b/ojhs12/ 

担当者：中小企業進行部事業承継・
再生支援担当  
次長 尾島 昌彦 

「QRコード」は株式会社デンソーウェーブ様の登録商標です。 

mailto:ojima@Osaka.cci.or.jp
mailto:ojima@Osaka.cci.or.jp


中核人材雇用戦略デスク（大阪府プロ人材） 

 大阪府内中堅・中小企業の人材ニー
ズを掘り起こし、経営課題の解決を担う
人材となる「プロ人材」の採用を人材紹
介会社等と連携し支援いたします。 
 

 “求める人物像”を経営者とともに明確
にするなど、企業の中核となる人材の採
用について共に知恵を絞り、採用に向け
てバックアップをさせていただきます。 
 

 また、副業・兼業人材の活用など、多
様なマッチングのサポートをさせていた
だきます。外部人材の活用を通じた経営
革新・経営改善のお役に立てれば幸い
です。 
 お気軽にご相談ください。 

 企業成長のための外部人材活用をサポートします！  
 
 
 〒540－0031 
 大阪市中央区北浜東3-14  
 エル・おおさか 本館3F 

 
 

  Ｔｅｌ：06-6901-8311 Ｆａｘ：06-6901-8312 

  E-mail:hr_pro@obda.or.jp  

 ＵＲＬ：http://www.projinzai.osaka.jp/ 

担当者：中核人材雇用戦略デスク 
 （大阪府プロ人材） 
西野 

 OSAKAしごとフィールド中小企業人材支援センター 

 府内企業の採用・定着実現に向
け、１社１社に合わせたサポートを
行っています。 
 
 メニューはOSAKAしごとフィールド

で実施する求職者支援から把握し
た、最新の求職者の傾向も反映し、
自社にあった人材の確保に効果的
な内容となっています。 
 

 忙しくて会場に来られない場合で
も、リモートで利用できるサポートメ
ニューをご用意しています。 

 採用・定着の「困った」に寄り添います！ 

〒５４０－００３１ 
大阪市中央区北浜東３－１４エル・おおさか 
本館３Ｆ 

  Ｔｅｌ：06-6910-3765 
   

 

Fax:06-6910-3781 
 
 E-mail:kigyou@shigotofield.jp 

 ＵＲＬ：https://business.shigotofield.jp/ 

 担当者：OSAKAしごとフィールド                   

  中小企業人材支援センター 
  統括チーム長  橋詰 泰幸 
    



 OSAKAしごとフィールド シニア就業促進センター 

 高年齢者雇用に関心がある、
または積極的に行う企業に対し
て、高年齢者の仕事の切り出し
提案による就業開拓を行い、合
同企業説明会や各業界・職域の
紹介セミナー（仕事説明会）など
を実施し、高年齢者とのマッチン
グを行っています。 

 

 貴社の高年齢者雇用を応援します！ 

〒５４０－００３１ 
大阪市中央区北浜東3-14  
エル・おおさか本館３階 

 Ｔel:06-6360-9072 Ｆａｘ：06-6360-9079 

  Ｅ－ｍａｉｌ：NishidaEri@mbox.pref.Osaka.lg.jp 

担当者：商工労働部雇用推進室 
      就業促進課就業支援Ｇ 
主事 西田 江里奈 

 大阪府立高等職業技術専門校（ぎせんこう） 

  ～世の中のニーズに『ぎせんこう』はこたえます～ 

大阪府立高等職業技術専門校 
（ぎせんこう）の取組 
 
〇無料職業紹介の実施 

⇒企業の皆さまより直接求人票を受付 
し、訓練生及び修了生とのマッチングを
行います。 
 
〇テクノ講座の開催 

⇒現在働いておられる方を対象とした
講座を行っています。社員教育や研修
のご要望にあったカリキュラムの設定
も可能です。 

 これらの取組についてご案内します。
ぎせんこうの充実した設備機器や講座
をぜひご活用ください。 
 

559-8555 
 大阪市住之江区南港北１－１４－１６  
  大阪府庁咲州庁舎２４階 
  Ｔｅｌ ：06-6210-9533 
  Ｆａｘ ：06-6210-9528 
  E-mail ： 
   jinzaiikusei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp 
 

担当者：雇用推進室人材育成課 

主事  高野 由希子 

ＵＲＬ：https://www.senior-center.jp/index.php 



 大阪府 にであう事務局 

 コロナ禍において、就職をめざす若
者を対象に、デジタルスキルを習得し、
企業でDX兼務人材（事務、営業等と
DXを兼務できる人材）として活躍する
ための研修を実施しています。 

 マイクロソフト社、サイボウズ社、
セールスフォース社等より、パソコン
の基礎スキルから専門的なスキルま
で、就職に役立つ様々な内容を提供
しています。 
 大阪府の特設サイト「にであう」への
企業登録により、求人情報の掲載や
登録している人材へのスカウト等が
無料で利用可能です。 

  人材雇用 

〒 ５４０ －００３１ 
大阪市中央区北浜東３－１４ エル・おおさか 

Ｔel:０６－６９４４－０７６６ 

E-mail:shienkin@l-ork.jp 

URL: 

https://ni-deau.jp/2021/06/18/dxoffer_company 

担当者：大阪府 にであう事務局 
チーム長 林 由莉 

 大阪府 障がい者雇用促進センター 

 障がい者雇用にお悩みの企業さま
への専門家派遣や職場実習のマッ
チングを支援します。 
 また、障がい者の雇用管理を円滑
に進めるための「雇用管理ツール」
についてご案内します。 

  皆さまの障がい者雇用をサポートします 

〒５４０－００３１ 
大阪市中央区北浜東３－１４ 

Ｔｅｌ：06-6360-9077 

 
Fax:０６－６３６０－９０７９ 

E-mail:shugyosokushin- 
g04@gbox.pref.osaka.lg.jp 

URL:https://www.pref.osaka.lg.jp/koyotaisa

ku/syogaisyakoyo/index.html 

担当者：商工労働部 雇用推進室 就業促進課   
障がい者雇用促進グループ 

統括主査 高瀬 哲哉 



 ■こんなお困りないですか？ 
 •「仕事をしない、態度が悪い従業員を解雇し
たい」  
 •「就業規則や賃金規定にこのような定めを
したら何か 問題があるのか」  
 •「労働基準法など、法的なことがよくわから
ない。」 
 •「テレワークの労務管理をどうすれば良い
のか わからない」 
  •ハラスメントなどの研修講師を探してるけど
…等々、人事・労務管理上で困ったこと、わか
らないことがあれば、ご相談ください。 
  研修講師の派遣もご相談ください。 

 

 職場でのトラブルを防止するため、職場の様々なお悩み・困りごとの相談を、電話や面談及びオ
ンラインで受け付けています。そのほか、テレワークの相談窓口（テレワークサポートデスク）も設
置しており、テレワークに関する「なんでも」を総合的にサポートします。働くこと、雇うことに関する
トラブル、お悩みについてお気軽にご相談ください。 

相談無料・秘密厳守・匿名OK 

電話・面談・オンラインで 

    ご相談ください！ 

 ©2014大阪府もずやん 

〒 ５４０－００３３ 
大阪市中央区石町２－５－３  
エル・おおさか南館３階 

 Ｔｅｌ：０６－６９４６－２６００ 

Ｆａｘ：０６－６９４６－２６３５ 

 Ｅ－ｍａｉｌ：rodokankyo-g06@gbox.pref.osaka.lg.jp 

URLhttps://www.pref.osaka.lg.jp/sogorodo/ 
roudousoudan/index.html 

担当者：商工労働部雇用推進室労働環境課（労働相        
談センター） 
主事 述谷 咲花 

 大阪府 労働相談センター 

公益財団法人 産業雇用安定センター 

～失業なき労働移動をめざす～ 

 厚生労働省、経済・産業団体や連合などとの緊密
な連携のもとに、全国ネットワークで「失業なき労働
移動」の課題に取り組み、設立以来約20万人の就

職を実現し、雇用のセーフティーネットの一翼を担う
機関として大きな社会的役割を果たしてまいりまし
た。 
 

 幅広い人材の採用、社員の再就職・出向をご希望
の企業様にきめ細やかな相談、アドバイスを行って
います。 
 

 産業雇用安定センターは、人材の有効活用や生
産性の向上などの課題解決のために、全国ネット
ワークで、人材を送り出す企業と人材を受け入れる
企業との間で様々な人材マッチングを行う公的機関
です。 
 

〒 540 -0591  
大阪府大阪市中央区大手前1-7-31 
 OMMﾋﾞﾙ4階 

 
Tel. 06-6947-8133 
E-mail ： ya-keikura@sangyokoyo.or.jp 
URL：http://www.sangyokoyo.or.jp/ 

 

担当者：大阪事務所 
    統括参与  計倉 保宜 



 大阪信用金庫 だいしんWORK²ネット 

・だいしんWORK²ネット 

 大阪の企業と就職活動中の
求職者の方を結びつけるマッチ
ングサイトです。また、昨今のコ
ロナ禍の中、雇用調整をご検
討中の企業様からのご相談、
アドバイスも行っています。 
 

 
〒543－8666 
住所：大阪市天王寺区上本町8-9-14 
Tel. 06-6775-6590  Fax.06-6772-1630 
E-mail ：souken@osaka-shinkin.co.jp 
URL：http://www.daishin-work2.net/ 
 

担当者：だいしん総合研究所 

  パーソルキャリア株式会社 

 

～中途採用を検討中の企業様へ～ 
 
 パーソルキャリア株式会社は、総合採
用支援サー ビスとして、doda人材紹介
サービスを提供しています。 
 人材紹介とは、採用決定時に費用が発
生する“完全成功報酬型”の採用支援
サービスです。 
 専任担当が、お預かりした求人情報をも
とに募集ポジションにマッチした転職希望
者を厳選しご紹介します。 
 業界最大級の転職希望者数と実績から、
貴社の採用要件に合わせた最適な人選
をいたします。か 
 
ら採用要件にマッチした人材を 

人材雇用 

〒５３０－００１１ 
大阪府大阪市北区大深町３３－１ 
グランフロントタワー大阪Ｂ １７階 
 

Ｔｅｌ：070-1373-7351 

Ｅ－ｍａｉｌ：ayu.nomura@persol.co.jp 

ＵＲＬ：https://www.persol-career.co.jp 

アライアンス推進部  
マネージャー 埜村 歩由 

人材雇用 

mailto:souken@osaka-shinkin.co.jp
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  大阪府IoT推進Lab 

 IT分野に精通した中小企業診断
士と企業訪問、IoT導入やDXの進
め方を提案するIoT診断、パート
ナーとなるIT事業者と繋ぐIoTマッ

チングなどの支援を用意、先進企
業の事例情報の提供から具体的
な進め方まで、ご相談をお待ちし
ています。 

 IT/IoTからAI導入、DX推進に至るまでをサポート 

〒５７７－００１１ 
東大阪市荒本北１－４－１７  
クリエイション・コア 東大阪 北館１階 

Ｔｅｌ：06-6748-1052 Ｆａｘ：06-6745-2362 

E-mail:sujinoi@obda.or.jp 

担当者：技術支援チーム  
サブリーダー 辻野 一郎 

 大阪府 DX推進パートナーズ 

 府内中小企業の皆様、日々の
業務でお困りごとはありませんか。 
大阪府DX推進パートナーズがデ

ジタル技術を活用した解決策を
提案します。 

 中小企業のお困りごとにDXに資する解決策を提案 
  

 

 

  

 
〒 ５５９  －８５５５ 
 大阪市住之江区南港北1-14-16  
 大阪府咲州庁舎25階 
 大阪府商工労働部成長産業振興室産業創造課 

 

 

 

 

 

Ｔｅｌ．06-6210-9485 Ｆａｘ．06-6210-9296 

Ｅ－ｍａｉｌ：sangyosozo@gbox.pref.osaka.lg.jp 

ＵＲＬ：https://www.pref.osaka.lg.jp/energy/dx/index.html 

担当者：商工労働部 成長産業振興室  
産業創造課     
副主査：眞鍋 理紗 



  リコージャパン株式会社 

ＤＸ推進・生産性向上 

 私たちリコージャパンは、全国すべての都道
府県に支社を設置し、中堅中小企業を中心と
したお客様に常に寄り添い、テレワークをはじ
めとしたICT活用による生産性革新を支援し

ています。新しい生活様式や働き方に対応し
たデジタルサービスを提供し、オフィスだけで 

なく現場や在宅、企業間取引における業務
ワークフローの自動化・省力化を実現し、働く
人のストレスの低減や業務課題の解決に貢
献しています。 
 

 お客様の業務課題に合わせて、最適なソ
リューションをご提案・ご提供いたします。 

リコー中小企業応援サイト 

〒540-0029 
大阪市中央区本町橋１－５ 本町橋タワー 
Ｔｅｌ．06-6966-2083  Ｆａｘ.06-6966-2088 
E-mail：Mitsuhiro_Nishimura@jp.ricoh.com 
ＵＲＬ：https://www.ricoh.co.jp 

担当者：大阪コーディネート営業部リーダー 
西村 光弘 

 ＢＡＳＥ株式会社 

 
 「BASE」は誰でも簡単にネットショップが作

成できるサービスです。導入が簡単な決済
機能、おしゃれなデザインテーマ、トランザク
ション解析ツールなどネットショップの運営に
必要な機能を備えており、費用やWeb技術、

時間などのさまざまな理由でこれまでネット
ショップをはじめることが困難だった方も、気
軽に始めることができます。簡易な操作性で
ネットショップを運用できるので、商品を企
画・生産・製造されている方が、ものづくりを
しながら販売まで対応することができます。 

〒１０６－６２３７ 
住所 東京都港区六本木３－２－１－３７F 
Tel. 080-4004-7349 
E-mail ： takayuki_Maeda@binc.jp 
URL ： https://thebase.in 

担当者：Owners Product Div. New Owners Sec. 
Partner & Scout Group 
前田崇之（Maeda Takayuki） 

3つの項目を埋めるだけですぐにショップを開設でき
るネットショップ作成サービス 

mailto:Mitsuhiro_Nishimura@jp.ricoh.com


 自治体、官庁、大手、中小企業問わず、年間80 社以
上の越境EC展開支援を行っております。 
 
 東京都の越境EC支援事業では、「Tokyo Mall」を開
設及び運営し、60社の同時展開支援実施。 
令和3年度も、支援範囲を拡大し、継続支援中。 
 
 代表は「中小機構 販路開拓アドバイザー」「農水省
事業 外部アドバイザー」「神戸市アドバイザー」として
も、全国各地でセミナーや伴走支援を行っております。 
中国及び東南アジアの大手越境EC「T Mall国際」
「LAZADA」「Shopee」など各モールからも評価を受け、

ホワイトリスト取得やパートナー企業でございますの
で、安心してご相談下さいませ。 

 中国及び東南アジアの海外展開(越境EC)支援の 
 スペシャリスト 

〒 540 － 0003 
 大阪市中央区森之宮中央2-4-6  
亀井ビル3F 
Tel. 06-6136-6963    Fax.06-6945-6778 
E-mail  ：  shige@sipartners.co.jp 
URL ：    http://www.sipartners.co.jp 

 株式会社SIパートナーズ 

担当者：代表取締役 
      重延 勇矢 

 INVOYは、請求書・領収書等の
作成・管理を、無料で行うことがで
きるクラウドサービスです。 
 既に7万以上のユーザーにご利
用いただいており、2023年10月か
らはじまる適格請求書等保存方式
（インボイス制度）にも対応。 
 加えて、クラウド通帳（統合通帳）
機能などの入出金管理を便利にす
る機能も、順次追加していきます。
（別途有償） 

〒１０７－００６２ 
東京都港区南青山一丁目１５番４１号 
ＶＯＲＴ南青山II 3F 

Ｔｅｌ：070-3149-6423 

 Ｅ－ｍａｉｌ：biz_dev@olta.co.jp 

ＵＲＬ：https://www.invoy.jp 

担当者：事業開発部 

      歳森 凡文 

OLTA株式会社 （クラウド請求管理サービスINVOY） 

 インボイス制度対応の請求書を無料で作成管理 

mailto:biz_dev@olta.co.jp
https://www.invoy.jp/
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 公立大学法人大阪 大阪府立大学 

 創基130年以上の歴史を有する大

阪府立大学では、多くの研究成果の
還元により積極的に「社会貢献」の役
割を果たしてきました。さらに大学と
しての研究の強みを分析し、研究力
強化に向けた戦略的・組織的対応を
推進するため「研究推進本部」を設置
しました。 
 URA（University Reseach 
Administration）センターでは、皆様

の技術課題相談を随時受け付けてお
ります。 

〒599－8570 
 堺市中区学園町1-2 
Tel.  072-254-9128  Fax. 072-254-7475 
E-mail  ：   URA-center@ao.osakafu-u.ac.jp 
URL ： https://www.iao.osakafu-
u.ac.jp/urahp/ 

 担当者： 研究推進本部 URAセンター 
        URA 岡本 慎 

 高度研究型大学  世界に翔く地域の信頼拠点 

地方独立行政法人 大阪産業技術研究所 

 カバーする技術分野、スタッフ数、保

有装置、技術シーズ、ノウハウなど、日
本でもトップクラスの支援体制を誇る工
業系の公設試験研究機関です。 
 

 これまで培ってきた研究成果、技術シ
ーズ・ノウハウを活用してものづくり企業
の技術課題解決のためのニーズにお応
えします。 
  

 技術相談、依頼試験、依頼加工、装置
使用、受託・共同研究や、企業の御要
望に応じたオーダーメード研修など人材
育成メニューも揃えております。 

 

 技術的なお困りごとについて、まずはご相談ください！ 

〒５９４－１１５７ 
大阪府和泉市あゆみ野2丁目7番１号 
 

Ｔｅｌ：725-51-2525 Ｆａｘ：0725-51-2520 

 Ｅ－ｍａｉｌ：yoshito@tri-osaka.jp 

ＵＲＬ：https://orist.jp/ 

担当者：顧客サービス部  
部長補佐 渡辺 義人 



地方独立行政法人 大阪府立環境農林水産総合研究所（環農水研） 

 環境・農林・水産・食品といっ
た幅広い分野において、速やか
に現場で活用できる技術の開発
や調査研究に取り組んでいます。 

色や物性、成分に特徴のある食
品の開発を支援しています。食
品の開発や改良について技術
的にお困りの方、受託研究や栄
養成分分析の支援をご希望の
方、ご相談ください！ 

 食品の商品開発をお手伝いします！ 

 
大阪府羽曳野市尺度４４２ 

〒５８３－０８６２ 

Ｔｅｌ：072-979-7070 Ｆａｘ：072-956-9691 

suishin@mbox.kannousuiken-osaka.or.jp 

 Ｅ－ｍａｉｌ： 

企画部 企画グループ  
主査 井戸川 佳代 

 大阪工業大学  

新たな知的財産の創造を目指して 

 
 大阪工業大学は、『創造』『知識』が無限に広がる最先端の
研究施設として、工学の広範な分野を網羅する大学院工学
研究科・情報科学研究科・ロボティクス＆デザイン工学研究
科をベースに、つぎの研究センター・教育施設を設置し、最
先端の研究開発や学際的・実用的な研究開発に取り組んで
います。 

 そのうえに、大学院知的財産研究科による知的財産マネジ
メント・システムを有機的協働体として組織して、産業界・公
的機関等との広範な連携のもと、科学技術イノベーションの
推進と知的創造サイクルの構築、新たな知的財産の創造を
目指しています。  

 また、より豊かな社会を構築していくために、産官学連携や
地域連携に積極的に取り組むこととし、研究支援・社会連携
センターを設置するとともに、東大阪市の『クリエイション・コ
ア東大阪』に研究支援・社会連携センター東大阪分室 を開

設するほか、大阪商工会議所や金融機関などと連携して各
種研究会や人材育成事業を運営しています。  

 これらとは別に、内閣府、総務省、文部科学省、経済産業
省等で開催される『産学官連携推進会議』に毎年参加し、産
官学の英知が結集したイノベーションの創出に向けた活動も
行なっています。 

〒  535 -8585 
 大阪市旭区大宮5丁目16番1号 
Tel. 06-6954-4140 

 
E-mail ： KITAGAKI.Kazuhiko@josho.ac.jp 
URL ： http://www.oit.ac.jp 

 

担当者：研究支援・社会連携センター 
  シニアURA  北垣 和彦 

mailto:KITAGAKI.Kazuhiko@josho.ac.jp
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 MOBIO知財サポートチーム 

 各種支援機関等との連携をコーディネートし、中
小企業の知的財産活用に関する課題に対し、「知
財相談」を入口に、「技術支援」「デザイン相談」
「経営相談」「専門相談」など、総合的にサポートし
ます。 
 
例えば・・・このようなことでお悩みの企業さんに！ 
 「製品のブランド戦略についての助言」 
 「他社とのライセンス交渉での助言」 
 「新製品の特許取得について」 
 「海外での模倣品対策」 など 
 
 今回は、【INPIT-KANSAI】の、海外及び国内にお

ける「ビジネス・知財総合戦略」に精通する「知財
戦略エキスパート」が相談対応いたします。 

 

知的財産に関する相談を入口に、技術支援    
デザイン相談などを総合的にサポート！ 

 
 
 

担当者：公益財団法人大阪産業局ＭＯＢＩＯ事業
部技術支援チーム サブリーダー 山崎 亜希 

 
 

〒577-0011 
東大阪市荒本北1-4-17 
クリエイション・コア東大阪北館１階 
Tel：06-6748-1052  
Fax：06-6745-2362 
E-mail：mobio_chizai@obda.or.jp 
URL：https://www.m- 

osaka.com/jp/service/ip.html 

厚生労働省所轄の助成金等について 
 ○雇用調整助成金 
 ○特定求職者雇用開発助成金 
 ○キャリアアップ助成金 
 ○両立支援等助成金   など 

 利用したいがどこに相談してよいか分らない、何から手をつけた
らよいか分らないなどのお悩みはないでしょうか？ 
“特定社会保険労務士”が、無料相談に応じます。 
 
さらに！！ 

日本フルハップ会員の皆さまには助成制度を実施しております。
以下の設備のご購入の予定や、購入済で未申請はありません
か？ 

○職場の環境改善（コロナ感染症対策）として、空気清浄機、
サーキュレーター、エアコンなどの購入に対する助成金 

○ファン付き作業服、ドライブレコーダーなどの購入に対する助成
金 
○人間ドックや脳ドックの受診に対する助成金  など 
 
街の社長さんを応援します！ 

 日本フルハップは中小企業のための公益財団法人です。中小
企業経営者の皆さんを「ケガの補償」「ケガの防止」「福利厚生」の
３つの事業でサポートしております。この機会に是非ご相談くださ
い。 

 雇用・労働分野の助成金、日本フルハップの助成制度 



  
◆事業再構築補助金 
◆ものづくり補助金 
 
 補助金でリスクを小さくしたい・・・ 

上記のようなさまざまなご要望に応えさせ
ていただきます。 
 

 最近ではコロナ禍に対応するため、新
たな事業を展開する「事業再構築補助
金」の相談が盛んです。 

 補助金に限らず、経営に関するお困り
ごとをお気軽にご相談ください。。 

 補助金・助成金 

 
〒543－8666 
住所：大阪市天王寺区上本町8-9-14 
Tel. 06-6775-6590  Fax.06-6772-1630 
E-mail ：souken@osaka-shinkin.co.jp 
 

大阪信用金庫  ソリューションマイスター 

担当者：大阪信用金庫  
      だいしん総合研究所 

中小企業小規模事業者の経営お悩みに対応 
する無料経営相談所 

 「大阪府よろず支援拠点」は、経
営の悩みをどこに相談すればよい
かわからない方の無料相談窓口で
す。  
 
 
 中小企業・小規模事業者、NPO法

人・一般社団法人・社会福祉法人
等の中小企業・小規模事業者に類
する方、創業予定の方の、さまざま
なお悩みを無料でご相談いただけ
ます。 

〒５４１－００５３ 大阪市中央区本町１－４－５ 
大阪産業創造館２階 

 

Ｔｅｌ：06-4256-3503 Ｆａｘ：06-6261-5290 

 Ｅ－ｍａｉｌ：yorozu-Osaka@obda.or.jp 

 ＵＲＬ：https://www.yorozu-osaka.jp/ 

担当者：産業振興部 よろず支援拠点 
チーフ 元木 知世子 

 大阪府よろず支援拠点（公益財団法人 大阪産業局） 

mailto:souken@osaka-shinkin.co.jp
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経営環境が大きく変化する時代。 
 不確実な時代を勝ち抜くために、豊
富な実績を持つ経営支援のプロ集団
が企業の成長や課題解決を総合的に 
支援します。 
 
 経営戦略・経営計画策定支援、経営
革新支援、創業支援、販売促進支援、
人材育成支援、事業承継支援、再生
支援、経営改善計画策定支援など、
幅広い業界の経験、知識はもちろん、
経営に関するあらゆる課題の解決に
対応いたします。 
 

中小企業の変革と成長を支援するプロ集団 

〒540-0029 
大阪市中央区本町橋2番5号 

マイドームおおさか7階 

 

Tel. 06-6809-5592 

E-mail ： shikai@shindanshi-osaka.com 

URL ：https://www.osaka-shindanshi.org/ 

 

 

 一般社団法人 大阪中小企業診断士会 

担当者：企画部   

    副部長  尾﨑 敏明 

 公益財団法人大阪産業局  受発注・取引あっせん 

 

 

製造業を対象にビジネスマッチングをサポート 

 下請・ものづくり企業の受注確保・販路
拡大のため、府内はもとより広域的な発
注開拓に努め、各種の受発注・取引情
報を関係企業に積極的に提供するとと
もに、取引のあっせんを行っております。 
 

 「納期が間に合わない」「高い技術を持
つものづくり企業に発注したい」など、大
阪府内約4,500社の中から新たな外注
先を探すお手伝いを無料で行います。 

〒５７７－００１１ 
大阪府東大阪市荒本北１ー４－１７  
クリエイション・コア東大阪 北館１Ｆ 

 
Ｔｅｌ：06-6748-1144 Ｆａｘ：06-6745-2362 

E-mail:torihiki@obda.or.jp 

URL:https://www.obda.or.jp/jigyo/deal.html 

 
担当者：ＭＯＢＩＯ事業部 取引支援                          
ﾁｰﾌ田中 信博 
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 MOBIO（ものづくりビジネスセンター大阪） 

 クリエイション・コア東大阪内にあ
るMOBIOは、大阪府と（公財）大阪
産業局が運営する「府内ものづくり
中小企業のための総合支援拠点」
です。 
  国内最大級の常設展示場をはじ
め、ビジネスマッチング、販路開拓、
産学連携相談、知的財産活用、セ
ミナー開催等、様々な機関が連携
してものづくり企業を支援していま
す。 

 

 ものづくりの「情報」「解決策」「ひと」があります 

 〒５５７－００１１ 
 東大阪市荒本北1－4－17  
 クリエイション・コア東大阪 
 Tel. 06-6748-1050 
 E-mail ： gijutsushien@gbox.pref.osaka.lg.jp 
 URL：https://www.m-osaka.com/jp/ 

担当者：大阪府商工労働部ものづくり支援課 

総括主査   尾北 和美 

 大阪府産業デザインセンター 

 大阪府産業デザインセンターは、新事業創
出や新商品・新サービスの開発など企業の経
営課題の解決に向けて「デザイン思考」（問題
解決のプロセス）を踏まえた支援により、中小
企業のイノベーションを促進しています。主な
支援事業としては、産業界向けのデザイン総
合相談や企業とデザイナーとのマッチング、デ
ザインセミナーの開催、デザイン思考に基づく
研究・開発促進等を行っています。 

 デザインに関してお困りのことがあれば、お
気軽にご相談ください。当センターの専門職員
が丁寧にヒアリングを行い、アドバイスから必
要に応じてデザイナー紹介までご支援します。
また、各種支援機関とも連携して課題解決に
あたります。 

〒559-8555 
 大阪市住之江区南港北1-14-16  
     大阪府咲洲庁舎２５階 
Tel.  06-6210-9491  Fax. 06-6210-9505 
E-mail ：SowaH@mbox.pref.osaka.lg.jp 
url:https://www.pref.osaka.lg.jp/mono/oidc/inde

x.html 

 担当者： 大阪府 中小企業支援室  

 商業・サービス産業課  新事業創造グループ 
 総括主査：宗和 宏枝 

貴社の悩み…デザインで解決しませんか？ 



 堺商工会議所・㈱さかい新事業創造センター（S-Cube） 

 経営全般（創業含む） 
                                     
                          
    

 

 

・堺商工会議所 
創業・経営・事業承継・金融・IT・労務など
広範囲にわたって、小規模事業者の経営
に関する諸々の課題について、無料でご
相談を承っております。お気軽にご相談く
ださい。 
 
・㈱さかい新事業創造センター（S-Cube） 
起業まもない方や新たに事業をはじめら
れる方等に対して、オフィスやラボ施設を
貸与し、経営支援と事業に集中できる環
境を提供します。 
また、各種プログラムを通じ、創業や経営
に関する情報や知識の習得とネットワーク
の構築が可能です。 
 

堺商工会議所 
〒591－8502 
住所：堺市北区長曽根町130番地23 
Tel. 072-258-5503  Fax.072-258-5580 
E-mail ：keiei-shien@sakaicci.or.jp 
URL：https://sakaicci.or.jp/ 
 
㈱さかい新事業創造センター(S-Cube) 
〒591－8025 
住所：堺市北区長曽根町130番地42 
Tel. 072-240-3775  Fax.072-240-3662 
E-mail ：jigyou@s-cube.biz 
URL：https://www.s-cube.biz/ 
 

 だいしんライフプラン相談 

 大阪信用金庫は、お客様のお悩みをお客様と一緒
に考えながら、解決していく相談業務を行っています。 

 法人や事業主様だけでなく、個人のお客様の相続・
贈与や家計見直しのご相談など、日常のお金に関す
るご相談を承っています。 
 
このような思いはありませんか？ 
◆ 相続税はかかる？かからない？ 
 私の場合は相続対策が必要？ 
◆ 家族は仲良いけど、遺言書を作成すべき？ 
◆ 生前贈与は必要？贈与する時の注意点は？ 
◆ 親の認知症が心配、今からできることはあるの？ 
◆些細なことを専門家に聞くのは気が引けるけど、 
 誰かに 質問したい。 
 このようなお悩みがございましたら、 
 ぜひお気軽にご相談ください。 
 

大阪信用金庫                  
女性活躍サポートセンター 
〒590-0014 
堺市堺区田出井町1-1-200 
大阪信用金庫堺市駅前支店2階 
℡ 072-238-1158 Fax 072-238-1361 
【だいしんにご相談ください】 
法人編 URL https://www.osaka-shinkin.co.jp/ 

ｎａｎｄｅｍｏ－ｓｏｕｄａｎ/ｈｏｊｉｎ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 
個人編 URL https://www.osaka-shinkin.co.jp/ 

ｎａｎｄｅｍｏ－ｓｏｕｄａｎ/ｋｏｊｉｎ/ｉｎｄｅｘ．ｈｔｍｌ 
 

    法人編          個人編 
 
 

 相続対策・生前贈与 

 担当者： 大阪信用金庫 
       ＦＡマネジメント担当  

担当：堺商工会議所 経営支援課  
     柴田・高田 
 
(株)さかい新事業創造センター(Ｓ－Ｃｕｂｅ) 
  藤澤・西口・甚野 
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