「関西ものづくり新撰２０１９」 応募要領
平成 30 年 7 月 13 日
近 畿 経 済 産 業 局

１．概要
近畿経済産業局（以下「当局」
）では、平成２４年度より関西ものづくり中小企業の新産
業・新市場創出を促進するため、企業が新たに開発した製品・技術を広く発掘し、特に“優
れた”
“売れる”ものを「関西ものづくり新撰」として選定し、情報発信や販路開拓支援な
どを通じて、当該製品・技術のビジネス拡大を支援して参りました。
ものづくりの範囲の考え方が、単なる「モノ」から、
「サービス」、
「ソリューション」へ
移行しつつある状況や、地域経済の活性化という観点を踏まえ、昨年度より以下の点を審
査内容に加え、
「関西ものづくり新撰２０１９」を募集します。
・第４次産業革命（IoT・ビッグデータ・AI・ロボット）の実現への貢献
・
「サービス」や「ソリューション」まで展開することを視野に入れた、優れたビジネ
スモデルの提案
・地域経済への波及効果

２．応募資格・部門
以下の９項目をすべて満たす製品・技術を対象とします。
項目
(１)関西ものづくり
中小企業

内容

応募書類
該当箇所

製品・技術を開発した企業が以下２つの条件を満たすこ
と。
① 中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法
律第２条第１項に規定する中小企業であること。
② 本社又は主たる事業所の所在地が関西（※）である
こと。

１頁
１．

※当局の管轄地域である福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵
庫県、奈良県、和歌山県をさす。

(２)新たな製品・
技術

５年以内（平成２５年１０月１日～平成３０年９月３０
日）に販売を開始した新たな製品・技術であること

３頁
２．（１）
⑥

(３)市場開拓の
見込み

営業・販売を行える段階にあり、今後の市場開拓が見込
めること。

３頁
２．（１）
⑥⑦

※

平成３０年９月末までに販売を開始できる製品・技術を対象

とします。
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(４)製品・技術の
分野

以下の５分野のいずれかに該当する製品・技術であるこ
と。
① 環境・エネルギー
・環境負荷の低減や省エネルギー、再生可能エネルギ
ーの普及・開発などに効果がある製品・技術

２頁
２．
（１）
①～③

② 医療・健康・介護
・医療の向上や健康の増進、介護の負担軽減などに効
果がある製品・技術
③ 先端産業
・ロボット、情報家電、航空宇宙機器、自動走行、小
型無人機など、先端産業の発展に効果がある製品・
技術
④ 防災・セキュリティ
・災害の防止・軽減等の効果があり、安心・安全を支
える製品・技術

(５)販路開拓・
拡大の意欲
(６)ものづくり日本
大賞との関連
(７)関西ものづくり
新撰 2013、2014、
2015、2016、
2017、2018 との
関連
(８)特許等の侵害
(９)法令違反

⑤ 新市場創出
・地場産業や地域ブランド、ニッチ分野等の新市場を
創出する製品・技術
当該製品・技術の販路開拓・拡大に意欲のあること。
過去にものづくり日本大賞の各賞を受賞した製品・技術
ではないこと。
「関西ものづくり新撰２０１３」「関西ものづくり新撰
２０１４」
「関西ものづくり新撰２０１５」
「関西ものづ
くり新撰２０１６」
「関西ものづくり新撰２０１７」
「関
西ものづくり新撰２０１８」に選定された製品・技術で
はないこと。
他の特許等を侵害していないこと、または係争中ではな
いこと。
応募しようとする製品・技術について、独占禁止法等各
種法令に違反していないこと。

３～４頁
２．（１）
⑧

３．応募方法
応募専用ホームページから応募書類一式をダウンロードしていただき、必要事項を記入
の上、添付書類とともに電子媒体を電子メールで事務局にお送りください（件名には「関
西ものづくり新撰２０１９

応募」とご記入ください）
。

郵送による応募を希望される場合は、提出書類（一式）の内容を記録した CD-R を事務
局にお送りください。
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◆「関西ものづくり新撰２０１９」応募専用ホームページ
ホームページ URL

http://www.monodzukuri-shinsen.go.jp

◆応募書類提出先
電子メール

郵送

infos@monodzukuri-shinsen.go.jp
「関西ものづくり新撰２０１９」事務局（担当：椎本、寿谷、河野）
※件名に「関西ものづくり新撰２０１９ 応募」とご記入ください。
〒５４０－００２１ 大阪市中央区大手通１－２－１０
株式会社ダン計画研究所
｢関西ものづくり新撰２０１９｣事務局（担当: 椎本、寿谷、河野）

◆提出書類
書類名
①応募書類

必須
任意
必須

説明

提出データ形式

応募専用ホームページからダウンロード
の上、ご記入ください。

Microsoft Word 及び

JPEG

Adobe PDF の両方

②応募する製品
・技術の概要が
わかる写真

必須

高画質の写真３～５枚
※お手持ちのカメラで一番高画質の設定
で、ご撮影をお願いします。

③直近２期間 の
決算書及び事
業報告書

必須

○決算書：
「貸借対照表」
「損益計算書」 Adobe PDF
○事業報告書：
「年次報告書」
（当該製品・ ※紙媒体の場合、スキ
技術の開発や営業・販売等に係る記載
ャン等により PDF
があること）
化してください。
※決算書が無い場合は、経営状況を記載
した書類
※事業報告書が無い場合は、事業の概要
及び応募する製品・技術に関して、ど
ういった事業（研究開発、生産・営業
活動等）を実施したかが分かる内容、
必要に応じて会社的な取組・事業戦略
上の位置づけ等を記載した書類

④製品・技術の
概要を記した
書類

任意

製品・技術が掲載されているパンフレッ
トなど

Adobe PDF
※紙媒体の場合、スキ
ャン等により PDF
化してください。

⑤他機関から の
推薦書

任意

応募専用ホームページからダウンロード
の上、ご記入ください。
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Adobe PDF

⑥現地調査日 程
調整票

任意

※推薦書の提出がある場合は、加点対象
となります。
※推薦書は、自治体、中小企業支援機関
（商工会議所、商工会、中小企業団体
中央会、中小企業支援センター、公設
試験研究機関等）、金融機関からの推薦
によるもののみ有効
応募専用ホームページからダウンロード Adobe PDF
の上、ご記入ください。

４．応募期間
平成３０年７月１３日（金）～平成３０年９月１１日（火）
※最終日の１７：００までに電子メール、郵送とも応募書類必着。

５．選定方法
有識者で構成される選定委員会を設置し、審査を行います。以下３つの審査項目に基づ
く応募書類の審査のほか、必要に応じて現地調査を行い、
「関西ものづくり新撰２０１９」
を選定します。
◆審査項目
項目
①新規性
独創性

内容





②市場性
成長性
戦略性







③信頼性




新たに開発された製品・技術であり、従来製品・技術に対し
て優位な点を有しているか。
従来にはない革新的な技術やノウハウ等を活用したものと
なっているか。
優れた意匠を有していることや、使い勝手を良くする工夫が
施されているなどの点があるか。又は、それを可能とする製
造技術であるか。
第４次産業革命（IoT・ビッグデータ・AI・ロボット）の実
現に資する製品・技術であるか。
目的とする市場に合致する製品・技術であるか。また、市場
に受け入れられる工夫がなされているか。
売上を拡大するための戦略が妥当であるか。
製造した「モノ」を活用して、サービスやソリューションま
で展開することを視野に入れた優れたビジネスモデルが提
案できているか。
厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見出す企業とし
て、他の企業のモデルとなるとともに、地域経済の牽引・下
支えにつながっているか。
適切な品質管理に基づく品質の確保がなされているか。
法令等で定める安全性の基準を満たしているか。
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応募書類
該当箇所
４～５頁
２．（２）①

５頁
２．（２）②
及び
６頁
２．
（３）
（４）

５頁
２．（２）③

◆サポインの法認定・サポイン事業の加点
「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」による計画認定や「戦略的基
盤技術高度化支援事業」の施策活用については、加点対象とします。

６．選定結果の発表・冊子発刊
選定結果の発表は平成３１年１月中下旬を予定しています（当局のホームページで発表
します）。
また、当局において選定された製品・技術を掲載した冊子を作成し、関係機関への配付や、
プロモーションの実施によって販路開拓を支援します。

７．選定証の交付
選定された製品・技術に対しては、近畿経済産業局長名の選定証を交付します。
（選定証交付式を平成３１年１月中下旬に大阪市内にて開催予定）

８．その他
・応募は１事業者につき、１つの製品・技術までとします。
・応募書類に記載された個人情報その他情報は、本審査以外の目的には使用いたしません。
・応募書類の返却はいたしません。
・選定後、応募書類の内容に虚偽がある等、選定製品・技術に問題があると事務局が判断
した場合には選定を取り消し、選定証は返納していただくことがあります。
・選定された商品・技術については、平成３１年４月以降に予定しているフォローアップ
調査に協力していただきます。

９．連絡先
◆事務局

(株)ダン計画研究所

「関西ものづくり新撰２０１９」事務局（担当：椎本、寿谷、河野）
〒５４０－００２１ 大阪市中央区大手通１－２－１０
TEL：０６－６９４４－１１７３

FAX：０６－６９４４－８７３６
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募集説明会の開催について
当該事業に係る募集説明会を下記内容で開催します。
（１）日時
平成３０年８月１０日（金） １０：３０～１２：００
（２）場所
大阪合同庁舎１号館 「第１別館」３階 ３０４共用会議室
住所：大阪市中央区大手前 1-5-44
（３）対象者
中小企業者、自治体、中小企業支援機関、金融機関等
（３）定員
５０名（先着順、１機関につき２名まで出席可）
（４）申込方法
件名に「関西ものづくり新撰２０１９ 募集説明会参加」、本文に社名、部署名、役職
名、出席者名、連絡先（電話番号及びメールアドレス）を記入の上、電子メールで申込し
てください。
（申込先）
infos@monodzukuri-shinsen.go.jp
「関西ものづくり新撰２０１９」事務局（担当：椎本、寿谷、河野）
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