
 2021年 ４ 月 ２１ 日（水） 
   10:00  –  17:00 

日  時 

会  場 Ｚｏｏｍを利用したオンライン形式 
※状況により、変更する場合がございます。 

 中小企業のＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）に特化した課題解決を図る 
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」を開催します。 

課題解決型マッチングフェア 
～ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）編～ 

右記のＱＲコードよりお申込みいただけます。 
事務局：㈱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 

 株式会社メルペイ 

 ＢＡＳＥ株式会社 

 ＳＳＱＱＢ株式会社 

 株式会社 

   Ｍｏｕｎｔａｉｎ Ｇｏｒｉｌｌａ 

 アイデアボックス  株式会社 ＬＢＢ 

 株式会社 

   サン・エンジニアリング 

 アバンテック株式会社 

 大阪商工会議所 

     経営情報センター 
 株式会社デジック 

システム
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セキュリ
ティー 
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ＨＰ制作 
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管理 

ネット
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 あっとクリエーション 

   株式会社 
 大阪府ＩｏＴ推進Ｌａｂ      

営業 
効率化 

ＩＴ相談 

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） 

◆申込時に入力された個人情報については、主催（大阪信用金庫）・協力機関・事務局が本相談会のみに使用し、他には使用いたしません。 



   アピールポイント 

株式会社LBBは”Less,But,Better.”「より少なく、し
かもより良く」をコンセプトにしたモバイルオー
ダーシステム「L.B.B.cloud」を開発・提供しており
ます。 

L.B.B.cloudは数あるモバイルオーダーアプリとは違
い、業種を問わず、かんたんに予約、注文、決済
、マーケティングまでを可能にしたオールインワ
ンのモバイルオーダープラットフォームです。 

個店の飲食店様から、チェーン展開されている企
業様まで幅広く導入事例があり、オペレーション
提案から可能でございます。 
お気軽にご相談ください。 

 

 〒542－0062 
住所 大阪市中央区上本町西1-1-5 聖恵ビル 
  Tel. 06-6777-7115  Fax.06-6765-0669 
E-mail ：info@lbb.co.jp 
URL ： https://lbb.co.jp/ 

担当者：取締役 山本あかね 

④株式会社LBB 

   アピールポイント 

③アバンテック株式会社 

〒542－0081 
大阪市中央区南船場2-1-3 
 フェニックス南船場ビル5F 
Tel. 06-6265-1122 Fax.06-6265-1133 
E-mail  ：sugawara@avan-tec.co.jp 
URL ：http://www.avan-tec.co.jp 

担当者：開発事業統括本部  
  課長   菅原 真宇 

   デジタル化推進のためのサイバーセキュリティー 

②大阪商工会議所・経営情報センター 

 デジタル化を推進するには、サイバーセキュリティーの確保が必
要不可欠です。 

 経済産業省の実証事業を２年続けて実施した結果から、３～４割
の中小企業がウイルス対策ソフトだけでは、サイバー攻撃から守り
切れていないという実態が明らかになりました。 

 大商は実証事業を踏まえて、中小企業向けの新たなサイバーセ
キュリティー・サービスを日本電気、東京海上日動火災、キューア
ンドエーと開発し、昨年４月からサービス展開しています。 

 同サービスは、情報処理推進機構が定めた、中小企業向けのセ
キュリティーサービスが満たすべき審査基準に合格いたしました。 

〒540－0029 
住所 大阪市中央区本町橋2-8 
Tel. 06-6944-6353   Fax. 06-6946-7214 
E-mail  ： cybersecurity@Osaka.cci.or.jp 
URL ：https://www.osaka.cci.or.jp/cybersecurity/utm/ 

担当者：経営情報センター 
   野田、古川、石田、中川 

①大阪府ＩｏＴ推進Ｌａｂ 

   アピールポイント 

担当者：商工労働部中小企業支援室 
      総括主査 辻野 一郎 

ITの活用からＩｏＴ/ＡＩの導入、DX推進まで、カンタンなはじめ方
を提案！ 
ＩＴ/ＩｏＴ/ＡＩなどの導入や３Ｄデータ活用などのイノベーションを導

入しようとする企業さまに、「ＩｏＴ診断」「ＩｏＴマッチング」などの支
援を提供し、どこから始めたら良いか？御社に最適なＩＴ/ＩｏＴと
は？など、導入についての助言を行っています。 

 ＩｏＴ診断は、企業さまを訪問し、ヒアリングのうえ、現場に最適
なＩｏＴ導入プランの提案を行っています。 
【利用者の声】 

比較的シンプルで安価なシステムで課題が解決できることがわ
かり、取組のきっかけとなった。 

ＩＴ事業者に相談する段階でも客観的な判断がはいっているので、
安心感があり、スムーズに、迅速にＩｏＴ導入が実現でき、効果も
あがり、助かっている。 

〒557－0011 
東大阪市荒本北1-4-17  
Tel.06-6748-1052 Fax.06-6748-1062 
E-mail ：TsujinoI@mbox.pref.osaka.lg.jp 
URL ：https://local-iot-lab.ipa.go.jp/lab?k=osaka-pref-iot 

アバンテック株式会社は 
「システム開発」「アプリ開発」「映像開発」といった 
システムとエンタメの両面の部署を持っており、 
どの様なご要件にも対応可能な体制が特徴です。 
 
AR/VRといった最先端技術やロボットテクノロジー等の 
開発実績も豊富にございます。 
 
「既存のシステムのアプリ化をしたい」 
「UIデザインを一新したい」 
「新しいサービスアプリを開発したい」 
「自社商品をスマホで3D（AR）で見せてPRしたい」等 

どの様なご要件でも、企画提案から可能ですのでお気軽
にご相談ください。 



⑤株式会社Ｍｏｕｎｔａｉｎ Ｇｏｒｉｌｌａ 

カカナイは、「製造指示書」や「生産スケジュール管理表」、「生産日報」 

等、作業現場で使用されている作業日報をシステム化することで、これま
で120社を超える企業様に導入いただいております。  
データ収集のノウハウや、現場の負担にならない入力方法等、 システム
化に関するあらゆるご相談に対応いたします。 

紙帳票を電子化することで、場所に関係なく入力・管理・共有ができま
す！ 

膨大なデータ量から、検索・比較もすることができリアルタイムでの作業
を行うことができます。 
管理場所も不要な上、必要な情報も誰でもカンタンに探しだせます。 
弊社なら初期費用は0円で、希望に応じた仕様のオーダーメイドシステム
を月額2万円から始められます。 

〒５５０－００１２ 
住所 大阪市西区立売堀２－１－９ 日建ビル６Ｆ 
Tel. ０６－６６５７－５３６５   
E-mail  ：matsumoto@mountain-gorilla.co.jp 
URL ： https://kakanai.com/lp/ 

担当者： 営業部 松本 貴彰 

   アピールポイント 

⑥株式会社サン・エンジニアリング 

   作業日報の手書き不要で生産性アップ 

アプリ「スマファク！」の特徴 
１．作業日報の手書きが不要となる。 
２．生産工程の見える化が実現する 
  全作業者、全工程の作業時間、生産数、不良数、ロット番号 
  がリアルイタイムで分かる。 
３．工程の見える化で作業者の意識改革ができ、生産性３０％ 
  アップが実現できる。 
４．トレサビリティ書類が簡単に作成できる。 
５．導入は、作業者にスマホ1台と工場内にWi-fi 配置のみ。 
  低予算で可能。 
６．利用は、前もって作っていた作業者と各工程・機械のQR 
  コードをスマホのカメラで撮影し、作業   
  終了時にスマホ画面に生産数、ロット番号入力。 
７．初期費用22万円（税込）、利用料金 2千円/人・月10人 
  利用年間利用料金 264千円（税込） 

 

〒532-0011 
住所 大阪市淀川区西中島7丁目12-23 
    ホーククレセント第１ビル 
Tel. 06-6838-3775  Fax.06-6838-3778 
E-mail  ： sun@sunengi.co.jp 
URL ： https://smafac.net/ 

担当者：  代表取締役 岩尾 徳一郎  

スマホとQRコードで手書き不要の作業日報アプリ「スマファク！」 

⑧株式会社デジック 

   町工場が作った生産管理システム「アシストシリーズ」 

町工場が現場のノウハウを元に現場目線で使い易い 
生産管理システム『アシストシリーズ』を開発しました。 

現場の意見を反映したシンプルで実践型生産管理システ
ムです。 

リーズナブルな価格で導入から稼働までを短時間で実現
することが可能です。 
目的に応じて組合せ可能な3つのモジュール 
1.受発注から入出金までの事務管理 
2.部品展開から制作指示などの工程管理 
3.工程の開始から入出荷などの進捗管理 
で構成されています。 

 担当者：営業部  南 鉄平 

〒581－0053 
住所 大阪府八尾市竹渕東1丁目209番地 
Tel.  06-6790-8585  Fax. 06-6790-4611 
E-mail  ： mail@digic.org 
URL ： http://www.digic.org 

⑦あっとクリエーション株式会社 

   その情報を地図で視覚化しません？ 

弊社が提供する「カンタンマップ」は、地図とクラウドベース 
kintoneを連携させたサービスです。 

外出先で情報を確認することや、現地で記録した写真や
情報がリアルタイムに 共有できるようになります。 

不動産、点検施工、災害対応、営業、自治体などパソコン
や iPad・iPhoneの地図を活用することでフィールドワーク
はこんなに楽になる！ 

〒 530－0002 
住所 大阪市北区曾根崎新地 1-13-22 
Tel.  050-7125-9486          

E-mail  ： kantanmap@at-creation.co.jp 
URL ： https://www.at-creation.co.jp/ 

担当者： 代表取締役 
         氏名 黒木 紀男 



⑪株式会社 メルペイ 

   アピールポイント 

 メルカリの売上金が使えるメルペイを導入することで、 

集客力と売上単価の向上が見込めます。 

 

 コロナ禍で感染予防のニーズも高まっており、非接触 

の決済となるキャッシュレス決済を導入することで、安心し

て店頭でのお支払いを済ませていただけます。 

 

 またメルペイはｄ払い（NTTドコモ）と業務提携をしておりま

すので、メルペイにお申し込みいただくと、d払いも同時にご

使用いただけます。 

〒106－6108 
 住所：東京都港区六本木６丁目１０ー１ー２５F 
 Tel. 080-2136-7227  
 E-mail ： t-mizoguchi@mercari.com 
 URL ： https://www.merpay.com/ 

担当者：Area Partnership Sales 
 Manager 溝口拓弥 

⑫ＢＡＳＥ 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） 

⑨SSQQB株式会社 

   アピールポイント 

弊社はグローバルECプラットフォーム「wBuyBuy.com」の開発、
運営を行っております。92か国語の多言語対応、50種類の決

済に対応しており、無料出店、無料出品により各国から各国
へ売買可能なECプラットフォームです。現在約1,000社の企業

さまがご出店されており、世界に向けて販売されております。
DXの一環として、まずは無料出店で多言語対応したオンライ

ンショップを持ち、国内はもちろん海外に商品を宣伝、販売す
ることが可能です。 
 
SSQQB株式会社 株主：（アルファベット順） 
株式会社アカカベ、フューチャーベンチャーキャピタル株式会社、 
三菱UFJキャピタル株式会社、大阪信用金庫、 
株式会社ウェブシャーク 

〒550－0005 
住所 大阪市西区西本町1-12-19 
 清友ビル405 
Tel. 06-6567-9555  
E-mail  ：info@wBuyBuy.com 
URL ： http://wBuyBuy.com 

担当者：マーケティング、セールス 
       執行役員  細川 

〒６５０－００２７ 
兵庫県神戸市中央区中町通3-1-16サンビル502 
Tel.  050-7120-6729   
E-mail  ： kosugi@ideabox.work 
URL ： https://ideabox.work/ 

担当者： 代表  小杉 雅幸 

   格安ホームページ制作/運用/保守 

⑩アイデアボックス 

ホームページの「制作/運用/保守」を月々7,800円で行います 
○ホームページ制作 
オリジナルURLでのホームページを制作します。 
写真や文章などがない場合、全てこちらで用意します。 
○ホームページ運用 
メニューやお知らせの追加など、日々の運用も対応します。 
※月3回まで無料。 ※画像やテキストはご提供ください。 
○ホームページ保守管理 

ドメイン更新、サーバー対応、改ざん検知、バックアップ、最新プ
ログラムのアップデートなど保守管理を代行します。 

【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】 


